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HiraganaHiraganaHiraganaHiragana    
 

The Basic 
 

(n) w r y m h n t s k -  

んんんん    わわわわ    らららら    やややや    まままま    はははは    なななな    たたたた    ささささ    かかかか    ああああ    a 

        りりりり        みみみみ    ひひひひ    にににに    ちちちち    
chichichichi    

しししし    
shishishishi    

きききき    いいいい    i 

        るるるる    ゆゆゆゆ    むむむむ    ふふふふ    ぬぬぬぬ    つつつつ    
tsutsutsutsu    

すすすす    くくくく    うううう    u 

        れれれれ        めめめめ    へへへへ    ねねねね    てててて    せせせせ    けけけけ    ええええ    e 

    をををを    ろろろろ    よよよよ    もももも    ほほほほ    のののの    とととと    そそそそ    ここここ    おおおお    o 

 

Modified with ゛゙゙゙and ゜゚゚゚ 

p b d z g  

ぱぱぱぱ    ばばばば    だだだだ    ざざざざ    がががが    a 

ぴぴぴぴ    びびびび    ぢぢぢぢ    
jijijiji    

じじじじ    
jijijiji    

ぎぎぎぎ    i 

ぷぷぷぷ    ぶぶぶぶ    づづづづ    
zuzuzuzu    

ずずずず    ぐぐぐぐ    u 

ぺぺぺぺ    べべべべ    でででで    ぜぜぜぜ    げげげげ    e 

ぽぽぽぽ    ぼぼぼぼ    どどどど    ぞぞぞぞ    ごごごご    o 

 

Combination with small や ゆ よ 
 

りゃりゃりゃりゃ    

ryaryaryarya    

みゃみゃみゃみゃ    

myamyamyamya    

ぴゃぴゃぴゃぴゃ    

pyapyapyapya    

びゃびゃびゃびゃ    

byabyabyabya    

ひゃひゃひゃひゃ    

hyahyahyahya    

にゃにゃにゃにゃ    

nyanyanyanya    

ちゃちゃちゃちゃ    

chachachacha    

じゃじゃじゃじゃ    

jajajaja    

しゃしゃしゃしゃ    

shashashasha    

ぎゃぎゃぎゃぎゃ    

gyagyagyagya    

きゃきゃきゃきゃ    

kyakyakyakya    

りゅりゅりゅりゅ    

ryuryuryuryu    

みゅみゅみゅみゅ    

myumyumyumyu    

ぴゅぴゅぴゅぴゅ    

pyupyupyupyu    

びゅびゅびゅびゅ    

byubyubyubyu    

ひゅひゅひゅひゅ    

hyuhyuhyuhyu    

にゅにゅにゅにゅ    

nyunyunyunyu    

ちゅちゅちゅちゅ    

chuchuchuchu    

じゅじゅじゅじゅ    

jujujuju    

しゅしゅしゅしゅ    

shushushushu    

ぎゅぎゅぎゅぎゅ    

gyugyugyugyu    

きゅきゅきゅきゅ    

kyukyukyukyu    

りょりょりょりょ    

ryoryoryoryo    

みょみょみょみょ    

myomyomyomyo    

ぴょぴょぴょぴょ    

pyopyopyopyo    

びょびょびょびょ

byobyobyobyo    

ひょひょひょひょ    

hyohyohyohyo    

にょにょにょにょ    

nyonyonyonyo    

ちょちょちょちょ    

chochochocho    

じょじょじょじょ    

jojojojo    

しょしょしょしょ

shoshoshosho    

ぎょぎょぎょぎょ    

gyogyogyogyo    

きょきょきょきょ    

kyokyokyokyo    
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Katakana 
 

The Basic 

(n) w r y m h n t s k -  

ンンンン    ワワワワ    ララララ    ヤヤヤヤ    ママママ    ハハハハ    ナナナナ    タタタタ    ササササ    カカカカ    アアアア    a 

        リリリリ        ミミミミ    ヒヒヒヒ    ニニニニ    チチチチ    
chichichichi    

シシシシ    
shishishishi    

キキキキ    イイイイ    i 

        ルルルル    ユユユユ    ムムムム    フフフフ    ヌヌヌヌ    ツツツツ    
tsutsutsutsu    

スススス    クククク    ウウウウ    u 

        レレレレ        メメメメ    ヘヘヘヘ    ネネネネ    テテテテ    セセセセ    ケケケケ    エエエエ    e 

    ヲヲヲヲ    ロロロロ    ヨヨヨヨ    モモモモ    ホホホホ    ノノノノ    トトトト    ソソソソ    ココココ    オオオオ    o 

 
Modified with ゛゙゙゙and ゜゚゚゚ 

p b d z g  

パパパパ    ババババ    ダダダダ    ザザザザ    ガガガガ    a 

ピピピピ    ビビビビ    ヂヂヂヂ    
jijijiji    

ジジジジ    
jijijiji    

ギギギギ    i 

ププププ    ブブブブ    ヅヅヅヅ    
zuzuzuzu    

ズズズズ    ググググ    u 

ペペペペ    ベベベベ    デデデデ    ゼゼゼゼ    ゲゲゲゲ    e 

ポポポポ    ボボボボ    ドドドド    ゾゾゾゾ    ゴゴゴゴ    o 

    

Combination with small    ヤヤヤヤ    ユユユユ    ヨヨヨヨ    

リャリャリャリャ    

ryaryaryarya    

ミャミャミャミャ    

myamyamyamya    

ピャピャピャピャ    

pyapyapyapya    

ビャビャビャビャ    

byabyabyabya    

ヒャヒャヒャヒャ    

hyahyahyahya    

ニャニャニャニャ    

nyanyanyanya    

チャチャチャチャ    

chachachacha    

ジャジャジャジャ    

jajajaja    

シャシャシャシャ    

shashashasha    

ギャギャギャギャ    

gyagyagyagya    

キャキャキャキャ    

kyakyakyakya    

リュリュリュリュ    

ryuryuryuryu    

ミュミュミュミュ    

myumyumyumyu    

ピュピュピュピュ    

pyupyupyupyu    

ビュビュビュビュ    

byubyubyubyu    

ヒュヒュヒュヒュ    

hyuhyuhyuhyu    

ニュニュニュニュ    

nyunyunyunyu    

チュチュチュチュ    

chchchchuuuu    

ジュジュジュジュ    

jujujuju    

シュシュシュシュ    

shushushushu    

ギュギュギュギュ    

gyugyugyugyu    

キュキュキュキュ    

kyukyukyukyu    

リョリョリョリョ    

ryoryoryoryo    

ミョミョミョミョ    

myomyomyomyo    

ピョピョピョピョ    

pyopyopyopyo    

ビョビョビョビョ

byobyobyobyo    

ヒョヒョヒョヒョ    

hyohyohyohyo    

ニョニョニョニョ    

nyonyonyonyo    

チョチョチョチョ    

chochochocho    

ジョジョジョジョ    

jojojojo    

ショショショショ

shoshoshosho    

ギョギョギョギョ    

gyogyogyogyo    

キョキョキョキョ    

kyokyokyokyo    
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