
1.1 
1. ワクワク Waku Waku (Gijougo) 

 Definition: 

The feeling of happy, bubbly, cheerful anticipation. 

 嬉しくて幸せな気分です。 

 Example: 

Joe is looking forward to his first date with Sherry. 

 ジョーはシェリーとの初めてのデートにわくわくしています。 

2. シーン Shin (Gitaigo) 

 Definition: 

The absence of sound 

 音がないことです。 

 Example: 

Because there was no sound, I could hear crickets. 

 しーんとしていたから、こうろぎの鳴き声が聞こえました。 

3. ペチャペチャ Pecha Pecha (Giseigo) 

Definition: 

The sound of low chatter from a group of people talking at the same time. 

 皆が同時に話している時の音です。 

 Example:  

Neighbors were chatting amongst themselves. 

 隣の人たちはぺちゃぺちゃ話しています。 

4. うとうと Uto Uto (Giyogo) 

 Definition: 

The  state of dozing or nodding off. 

 居眠りをしそうか、居眠りをしている様子です。 

 Example: 

The child slowly fell asleep on the sofa after playing. 

 遊んだ後、その子供は疲れたので、ソファで、うとうとしました。 

5. ぐーぐー Guu Guu (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of a loud rumbling snore. 

 うるさいいびきの音です。 

 Example: 

Her father’s snore shook the room. 

 お父さんがぐーぐーと大きいいびきをかいていたので、部屋が揺れました。 



6. ちょくちょく Choku Choku (Giyougo) 

 Definition: 

The action of something repeatedly happening within a short amount of time. 

 短い期間に同じことを繰り返す様子です。 

 Example: 

Allison’s brother Madison started calling her more occasionally after she started 

living by herself. 

アリソンのお兄さんのマディソンはアリソンが一人暮らしを始めた後、ちょくち

ょく電話をかけるようになりました。 

7. トントン Ton Ton (Giongo) 

 Definition: 

The sound of tapping or drumming. 

 何かを軽く叩く音です。 

 Example: 

Jack began tapping his fingers on the desk as he waited. 

 ジャックは待ちながら、机を指でトントンとたたきました。 

8. うわーん Uwaan (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of a young child crying loudly. 

 子供が大きい声で泣いた時の泣き声です。 

 Example: 

The child dropped her candy and began to cry loudly. 

 子供はあめを落としたので、うわーんと泣き始めました。 

9. イライラ Ira Ira (Gijougo) 

 Definition: 

The feeling of being irritated due to impatience. 

 思い通りにいかなく、焦りから、心に余裕がなく、腹を立てている様子です。 

 Example:  

Shelby was irritated with the child’s crying. 

 シェルビーは赤ちゃんの泣き声にイライラしました。 

10. ガタガタ Gata Gata (Giyougo/Giongo) 

 Definition 1: 

The act of shaking in a wild, violent manner due to cold or terror. 

 寒さや恐怖に激しく震える様子です。 

Example 1: 

When the plane experienced turbulence, Nicole’s whole body shook from fear. 

 乱気流で飛行機がゆれたとき、二コールの体は怖くてガタガタ震えました。 



 Definition 2:  

The sound two hard things hitting each other. 

硬いものと硬いものが当たる音です。 

Example 2: 

The earthquake shook the city. 

地震で町はガタガタと揺れました。 

11. ビクビク Biku Biku (Gijougo) 

Definition: 

The feeling of being worried or nervous about something bad happening. 

何か悪い事がおこりそうで心配や緊張しておびえる様子です。小刻みに震える様

子です。 

 Example: Allison was scared of the eerie dark streets of Tokyo. 

 アリソンは東京の暗い通りが不気味でビクビクしました。 

12. ムカムカ Muka Muka (Gijougo) 

 Definition: 

The feeling of being nauseous. 

 吐き気を感じている様子です。 

 Example: 

When Foster rode the roller coaster, he became dizzy and started to get 

nauseous.  

フォスターはジェットコースターに乗った後、フラフラして、胃もムカムカし始

めました。 

13. ゲロッ Gero (Giseigo/Giyougo) 

 Definition: 

The act and sound of expelling a small amount of vomit. 

吐く動作とその音です。 

Example: 

The baby spit up its food. 

 赤ちゃんはゲロッと食べ物を吐きました。 

 

1.2 
1. びっしり Bisshiri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being packed tightly together. 

 物や人で隙間なく埋まっている様子です。 

  



Example: 

 Since train was crowded, passengers were packed tightly together. 

 電車は混んでいて、乗客でびっしり埋まっていました。 

 2. ちゃりん Charin (Giongo) 

Definition: 

The sound of a coin falling onto the ground. 

コインが下に落ちる音です。 

Example: 

When Jack dropped coins on the floor, they made a clinking sound. 

ジャックがコインを床に落とした時、ちゃりんという音がしました。 

3.  カチャ Kacha (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a machine clicking when it takes or dispenses a ticket. 

 チケットを入れるときか、チケットが出てくるときの機械の音です。 

 Chiketto o ireru toki ka, chiketto ga detekuru toki no kikai no oto desu. 

 Example: 

The ticket machine dispended the ticket with a click sound. 

 切符売り場の機械はカチャと切符を出ました。 

 Kippuuriba no kikai wa kacha to kippu o demashita. 

4. 八ッ Ha (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of a quick gasp of surprise. 

 驚いて息を呑む音です。 

 Odoroite iki o nomu oto desu. 

 Example: 

Xinyu gasped in surprise at the sound. 

シンユウは音にびっくりして、八ッとしました。 

 Shinyuu wa oto ni bikkurishite, ha to shimashita. 

5. はらはら Hara Hara (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being nervous due to a dangerous/risky situation. 

 危険な場面で緊張している様子です。 

 Kiken na bamen de kinchou shiteiru yousu desu. 

 Example: 

Dwayne became scared watching the clown walk the tightrope. 

 デュウェインはピエロが綱渡りをするのを見て、はらはらしました。 

 Duwein wa piero ga tsunawatari o suru no o mite, harahara shimashita. 



6. おろおろ Oro Oro (Giyougo) 

 Definition: 

 The feeling of being flustered and not knowing what to do. 

 動揺して、何をしたらいいかわからない様子です。 

 Douyou shite, nani o shitara ii ka wakaranai yousu desu. 

 Example: 

 Xinyu looked around the foreign airport, confused about which way to go. 

シンユウは外国の空港で、どっちへいけばいいのか分からなくて、おろおろしま

した。 

Sinyuu wa gaikoku no kuukou de, docchi he ikeba ii no ka wakaranakute, orooro 

shimashita 

7. せかせか Seka Seka (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of moving towards a place in a hurried state. 

 目的地に早く歩く動作です。 

 Mokutekichi ni hayaku aruku dousa desu. 

Example:  

Shelby was running late to her interview, so she rushed over to the building it 

was in. 

 面接に遅れそうになったから、シェルビーはその建物までせかせか走りました。 

Mensetsu ni okuresou ni natta kara, Sherubii wa sono tatemono de sekaseka 

hashirimashita. 

8. ガタンゴトン Gatan Goton (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a train running on the tracks. 

 電車の音です 

 Densha no oto desu. 

 Example: 

Dwayne listened to the click-clack of the train on the tracks. 

 デュウェインはガタンゴトンという電車の音を聞きました。 

 Duwein wa gatangoton toiu densha no oto o kikoemashita. 

9. ぎゅうぎゅう Gyuu Gyuu (Giyougo) 

 Definition: 

The act of being packed tightly or pushed. 

 何かをきつく押したり、つめたりする様子です。 

 Nani ka o kitsuku oshitari, tsumetari suru yousu desu. 

  



Example: 

Tiara stuffed her clothes into her suitcase. 

 ティアラは服をスーツケースの中にぎゅうぎゅう詰め込みました。 

 Tiara wa fuku o suutsukeesu no naka ni gyuugyuu tsumekomimashita. 

10. どかっ Doka (Giyougo/Giongo) 

 Definition: 

 The action (and sound) of plopping down when going to sit. 

 イスに勢いよく座る様子と音です。 

 Isu ni ikioiyoku suwaru yousu to oto desu. 

Example: 

Tired after standing all day, Jack plopped down into his easy chair at home to 

relax. 

一日中立っていて疲れたので、ジャックはイスにどかっと座りました。 

Ichinichijyuu tatteite tsukareta node Jakku wa isu ni doka to suwarimashita. 

11. きょろきょろ Kyoro Kyoro (Giyougo) 

 Definition: 

The act of looking around frantically. 

 必死に周りを見る様子です。 

 Hisshi ni mawari o miru yousu desu. 

 Example: 

The mother looked around everywhere, worried that she lost her child.  

子供がいなくなってしまったので、お母さんは心配してきょろきょろ辺りを見回

しました。 

Kodomo ga inakunatte shimatta node, okaasan wa shinpaishite kyorokyoro atari 

o mimawashimashita.  

12. リンリン Rin Rin (Giongo) 

 Definition: 

The sound of a phone ringing. 

 電話の音です。 

 Denwa no oto desu. 

 Example: 

Roary’s cell phone rang as his family called him. 

ローリーの電話は家族から電話がかってきてリンリンとなりました。 

 Roorii no denwa wa kazoku kara denwa ga kattekite rinrin to narimashita. 

  



13. ヒソヒソ Hiso Hiso (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of someone chattering in a low, dull voice. 

 声をひそめて話す様子です。 

 Koe o hisomete hanasu yousu desu. 

Example: 

The woman in front of Joe spoke in a low voice to her husband, so she wouldn’t 

disturb other moviegoers. 

ジョーの前の女の子は映画を見ているほかの人の邪魔にならないように自分の旦

那にヒソヒソと話しました。 

Joo no mae no onna no ko wa eiga o miteiru hokano hito no jama ni naranai 

youni jibun no danna ni hisohiso to hanashimashita.  

 14. ジロジロ Jiro Jiro (Giyougo) 

 Definition: 

The act of staring at something negatively. 

 否定的に見る動作です。 

 Hiteiteki ni miru dousa desu 

Example: 

Wankun stared at Roary as Roary forgot to take off his shoes in the house. 

 ローリーが靴を脱ぎ忘れたから、ワンクンはローリーをジロジロ見ました。 

 Roorii ga kutsu o nugi wasuretakara, Wankun wa Roorii o jirojiro mimashita. 

15. ぷんぷん Pun Pun (Gijougo) 

Definition: 

The feeling of being consumed with anger. 

 誰かが怒っている様子です。 

 Dare ka ga okotteiru yousu desu. 

 Example: 

The car in front of Allison cut her off, so she was filled with rage. 

あの前の車がアリソンをいきなりぬかすから、アリソンはぷんぷん怒ってしまい

ました。 

16. ばらばら Bara Bara (Gitaigo) 

Definition: 

The state of being messy and disorganized; broken up. 

物が散らばっていたり、一つのものが複数に壊れたりした様子です。 

 Example: 

Kait’s room was messy, because her books were scattered everywhere. 

 本がばらばらに散らばっていて、ケートの部屋はめちゃくちゃです。 



17. カーッ Kaa (gijougo) 

 Definition: 

The state of becoming red-faced due to embarrassment. 

 恥ずかしくて顔が赤くなる様子です。 

 Hazukashikute kao ga akakunaru yousu desu. 

 Example: 

Bri blushed as she confessed her love for her friend. 

 ブリは友達に愛の告白をしている時、顔がカーッと赤くなりました。 

18. ぐったり Guttari (Giyougo) 

 Definition: 

The state of being exhausted and having no strength left. 

 疲れて何もできない様子です。 

 Tsukarete nanimo dekinai yousu desu. 

Example: 

After the marathon, Malyssa had no strength or energy left, and collapsed from 

exhaustion. 

マリーサはマラソンをして疲れていたから、家でぐったりよこになりました。 

Mariisa wa marason o shite tsukareteita kara, ie de guttari yoko ni narimashita. 

19. ホーッ Hoo (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a sigh of relief. 

 安堵のため息の音です。 

 Ando no tame iki no oto desu. 

Example: 

India sighed with relief as the vase stopped wobbling at the edge of the table. 

テーブルの上の花瓶がゆれたが、落ちずにとどまったのでインディアはホーッと

ため息をつきました。 

Teeburu no ue no kabin ga yureta ga, ochizu ni todomatta no de India wa ho to 

tameiki o tsukimashita. 

1.3 
1. うきうき Uki Uki (Gijougo) 

Definition: 

 The state of being cheerful. 

 嬉しくて、興奮している様子です。 

 Ureshikute, koufunshiteiru yousu desu. 

  

 



Example: 

Sue waited cheerfully at the station for her boyfriend to arrive. 

 スーは駅で彼氏をうきうきしながら待ちました。 

 Suu wa eki de kareshi o ukiuki shinagara machimashita. 

2. にこにこ Niko Niko (Giyougo) 

 Definition: 

 Happy smiling 

 嬉しそうな笑顔のことです。 

 Ureshisou na egao no koto desu. 

 Example: 

Nico was so happy to sing her first solo stage she couldn’t stop smiling. 

 ニコは始めてのソロステージだったので、ずっとにこにこしていました。 

 Niko wa hajimete no soro suteeji datta node zutto nikoniko shiteimashita. 

3. ぶうっ Buu (Giongo) 

 Definition: 

The sound of air puffing out. 

空気が出る音です。 

Kuuki ga deru oto desu. 

 Example: 

Travis farted. 

トラビスはぶうっとおならをしました。 

Torabisu wa buu to onara o shimashita. 

4. ゲラゲラ Gera Gera (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a loud, boisterous guffaw. 

 うるさくてやかましい笑い声です。 

 Urusakute yakamashii waraigoe desu. 

 Example: 

The group of friends laughed loudly as they told fun stories. 

 面白い話をしながら、友達はゲラゲラ笑っていました。 

 Omoshiroi hanashi o shinagara, tomodachi wa geragera waratteimashita. 

5. クスクス Kusu Kusu (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of a little giggle. 

 小声で笑う声や様子のことです。 

 Kogoe de warau koe ya yousu no koto desu. 

  



Example: 

Ruby giggled as he told an awkward joke. 

 ルビーは変な冗談を言いながら、クスクス笑いました。 

 Rubii wa hen na joudan o ii nagara, kusukusu waraimashita. 

6. ニヤニヤ Niya Niya (Giyougo) 

 Definition: 

 Unpleasant smile without making a sound. 

 いやらしく、音をたてずに笑う様子です。 

 Iyarashiku, oto o tatezuni warau yousu desu. 

 Example: 

Joe laughed as he mocked his rival. 

 ライバルをバカにしながら、ジョーはニヤニヤ笑いました。 

 Raiburu o baka ni shinagara, Joo wa niyaniya waraimashita. 

7. アハハ Ahaha (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of laughter. 

 笑っている声です。 

 Waratteiru koto desu. 

 Example: 

The children laughed as they played. 

 子供達は遊びながら、アハハと笑いました。 

 Kodomotachi wa asobi nagara, ahaha to waraimashita. 

8. がはは Gahaha (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of loud laughter. 

 大きい声で笑っている声です。 

 Ookii oto de waratteiru oto desu. 

 Example: 

The big man laughed loudly as he told a joke at the bar. 

 バーで冗談を言いながら、大きな男はがははと笑っていました。 

 Baa de joudan o ii nagara, ooki na otoko wa gahaha to waratteimashita. 

9. きちん Kichin (Giyougo) 

 Definition: 

The act of doing something properly or precisely 

 適切に何かをしている動作です。 

 Tekisetsu ni nanika o shiteiru dousa desu. 

  

 



Example: 

Allison cut the paper precisely so that she could make a perfect snowflake. 

 アリソンは紙で完璧な雪を作るために、紙をきちんとカットしました。 

10. しどろもどろ Shidoro Modoro (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of someone stuttering. 

 つまりながら話す様子です。 

 Tsumari nagara hanasu yousu desu. 

 Example: 

John stuttered from nervousness as he tried to ask his classmate out on a date. 

クラスメートをデートに誘う時、ジョンは緊張してしどろもどろになってしまい

ました。 

11. にっこり Nikkori (Giyougo) 

 Definition: 

The act of smiling sweetly. 

優しく微笑む様子です。 

Yasashiku hohoemu yousu desu. 

Example: 

The mother smiled quickly and lovingly at her child. 

お母さんは子供ににっこりと微笑みました。 

Okaasan wa kodomo ni nikkori to hohoemimashita. 

12. つんけん Tsunken (Giyougo)  

 Definition: 

 Having a cold and mean attitude towards others. 

 誰かに意地悪く冷ややかな態度をとることです。 

 Dareka ni ijiwaruku hiyayakana taido o toru koto desu. 

 Example: 

Jon was cold and mean towards his classmate. 

 ジョンはクラスメートにつんけんした態度を取りました。 

 Jon wa kurasumeeto ni tsunken shita taido o torimashita. 

13. ジーッ Jii (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of staring in silence 

 静かに見つめる動作です。 

 Shizuka ni mitsumeru dousa desu. 

  

 

 



Example: 

The couple stared at the screen in silence as they watched the movie. 

 皆は映画を見ながら、静かに画面をジーッと見ました。 

 Minna wa eiga o minagara, shizuka ni gamen o jii to mimashita. 

14. べらべら Bera Bera (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of non-stop talking.  

 長い間話し続ける様子です。 

 Nagai aida hanashi tsuzukeru yousu desu. 

 Example: 

The three-year-old annoyed their parents with their nonstop talking. 

三歳の子供は両親にべらべらと話しつづけたので、両親はうんざりしてしまいま

した。 

Sansai no kodomo wa ryoushin ni berabera to hanashi tsudzuketa node, 

ryoushin wa unzarishite shimaimashita. 

15. ピカピカ Pika Pika (Gitaigo) 

 Definition: 

 Something that is sparkling or twinkling. 

 何かが輝いている様子です。 

 Nanika ga kagayaiteiru yousu desu. 

 Example: 

The stars in the night sky sparkled and twinkled. 

 夜空で星がピカピカしています。 

 Yozora de hoshi ga pikapika shiteimasu. 

16. ノロノロ Noro Noro (Giyougo) 

Definition: 

 The act of moving forward slowly. 

 ゆっくり進む動作です。 

 Yukkuri susumu dousa dsu. 

 Example: 

The turtle walked slowly. 

 亀はノロノロ歩きました。 

 Kame wa noronoro arukimashita. 

  



17. プープー Puu Puu (Giongo) 

 Definition: 

The sound of a car horn. 

 クラクションの音です。 

 Kurakushon no oto desu. 

 Example: 

The driver honked suddenly to alert other drivers that they were there. 

他の車がいるのに気づいたので、運転手は急にプープーとクラクションを鳴らし

ました。 

Hoka no kuruma ga iru no ni kizuita node, untenshu wa kyuu ni puupuu to 

kurakushon o narashimashita. 

18. クック Kukku (Giseigo) 

 Definition: 

 The act of having held back laughter. 

 笑らいを堪えながら笑う様子です。 

 Warai o korae nagara warau yousu desu. 

 Example: 

The girl held back her laughter as she watched her friend trip on a banana. 

 友達がバナナに躓いたので、女の子はクックと笑いました。 

Tomodachi ga banana ni tsumazuita node, onna no ko wa kukku to 

waraimashita. 

19. ぐっすり Gussuri (Giyougo) 

 Definition: 

The state of being in a deep sleep. 

 熟睡している様子です。 

 Jukusui shiteiru yousu desu. 

Example: 

In the story of Sleeping Beauty, the princess is in a deep sleep. 

 眠り姫の物語の中で姫様はぐっすり眠っています。 

 Nemurihime no monogatari no naka de himesama wa gussuri nemutteimasu. 

  



2.1 
1. ばっ Ba (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of being startled. 

 驚いた時にする急な動作です。 

 Odoroita toki ni suru kyu na dousa desu. 

 Example: 

Allison was startled by the sudden loud sound of the oven and jumped. 

 アリソンはオーブンの大きい音で驚いてばっとジャンプをしました。 

 Arison wa oobun no ookii oto de  odoroite ba to janpu o shimashita. 

2. すれすれ Sure Sure (Gitaigo) 

 Definition: 

Something that is within close proximity. 

 二つの物がとても近い様子です。 

 Futatsu no mono ga totemo chikai yousu desu. 

Example: 

The bank was in close proximity to the house. 

銀行と家はすれすれに立っています。 

Ginkou to ie wa suresure ni tatteimasu. 

3. ダダダダ Dada Dada (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of someone running in a hurry. 

 急いで走っている時の音です。 

 Isoide hashitteiru toki no oto desu. 

 Example: 

Nora was afraid, so she ran to her car in a hurry. 

 ノラは怖かったから、車にダダダダと思いっきり走りました。 

 Nora wa kowakatta kara, kuruma ni dadadada to omoikkiri hashirimashita. 

4. やんわり Yanwari (Giyougo) 

 Definition: 

The state of being soft and gentle in one’s actions. 

 優しくて温和な様子です。 

 Yasashikute onwa na yousu desu. 

 Example: 

 Kait gently declined the Mark’s invitation to take her out to dinner. 

 ケートはマークの晩ご飯への誘いをやんわり断りました。 

 Keeto wa maaku no bangohan he no sasoi o yanwari kotowarimashita. 



5. あっ A (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of a gasp from realizing something. 

 何かに気づいた時に出す声です。 

 Nani ka ni kizuita toki ni dasu koe desu. 

 Example: 

Blake gasped as she realized she turned down the wrong street. 

ブレークは間違った道を曲がったとき、あっと言いました。 

Bureeku wa machigatta michi o magatta toki, A to iimashita. 

6. プーン Puun (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of something smelling bad. 

 何かがくさい様子です。 

 Nani ka ga kusai yousu des. 

 Example: 

Mark didn't do laundry for a week, so his clothes smelled bad. 

 マークは一週間洗濯をしなかったから、服がプーンと匂いました。 

 Maaku wa isshuukan sentaku o shinakatta kara, fuku ga puun to nioimashita. 

7. ニャーニャー Nyaanyaa (Giseigo)  

 Definition: 

 The sound of a cat meowing. 

 猫の鳴き声です。 

 Neko no nakigoe desu. 

 Example: 

Socks the cat meowed loudly.  

 ソックスという猫は大きい声でニャーニャーと鳴きました。 

 Sokkusu toiu neko wa ookii koe de nyaa nyaa to nakimashita. 

8. だらだら Dara Dara (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of talking non-stop in a rambling manner. 

 意味もなく長い間話す様子です。 

 Imi mo naku nagaiaida hanasu yousu desu. 

Example: 

The criminal rambled constantly as they tried to think of a lie. 

うそを考えながら、はんにんはだらだらと話しました。 

Uso o kangae nagara, hannin wa daradara to hanashimashita. 

 



9. うんざり  Unzari (Gijougo) 

 Definition: 

 The act of becoming fed up with something. 

 何かに飽きた様子です。 

 Nani ka ni akita yousu desu. 

 Example: 

Penelope was fed up with her boyfriend ignoring her, so she broke up with him. 

 ペネロピは彼氏にうんざりしたから、別れました。 

 Peneropi wa kareshi ni unzari shita kara, wakaremashita. 

10. ジュージュー Jyuu Jyuu (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of an object that is sizzling. 

 何かを炒めたり、焼いたりしたときの音です。 

 Nani ka o itametari, yaitari shita toki no oto desu. 

 Example: 

The beef sizzled on the frying pan. 

 牛肉がフライパンの上でジュージュー音をたてていました。 

 Gyuuniku ga furaipan no ue de jyuujyuu oto o tateteimashita. 

11. もぐもぐ Mogu Mogu (Giyougo) 

 Definition: 

 The sound made by chewing with one’s mouth closed. 

 口を閉じたままで何かを噛んでいる動作です。 

 Kuchi o tojita mamade nani ka o kandeiru dousa desu. 

 Example: 

 Shelby ate an apple. 

 シェルビーはりんごをもぐもぐ食べました。 

 Sherubii wa ringo o mogumogu tabemashita. 

12. ぐちゃぐちゃ Gucha Gucha (Gitaigo) 

 Definition: 

 The act of making something disorderly. 

 何かがひどく乱れている様子です。 

 Nani ka ga hidoku midareteiru yousu desu. 

 Example: 

Since the puppy ran around excited, it made the room messy. 

 子犬は喜んで走り回り、部屋をぐちゃぐちゃにしました。 

 Koiu wa yorokonde hashiri mawari , heya o guchagucha ni shimashita. 

 



13. プイ Pui (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of turning away in anger. 

 怒りで顔を逸らす動作です。 

 Ikari de kao o sorasu dousa desu. 

Example: 

The wife was angry with her husband, so she turned away in anger. 

 妻は旦那に腹がたって、プイと顔を逸らしました。 

 Tsuma wa danna ni hara ga tatte, pui to kao o sorashimashita.  

14. ガーン Gaan (Gijuogo) 

 Definition: 

 The condition that someone is mentally shocked and feeling down. 

 ショックをうけ、落ち込んでがっかりした様子です。 

 Shokku o uke, ochikonde gakkari shita yousu desu. 

 Example: 

 Gavin was shocked when Meg broke up with him. 

 ギャビンはメグと別れた時、ショックでガーンと落ち込みました。 

 Gabin wa megu to wakareta toki, shokku de gaan to ochikomimashita. 

15. いじいじ Iji Iji (Gijougo) 

 Definition: 

The feeling of being in a timid and depressed mood after something bad 

happens. 

 弱気になって落ち混んでいる様子です。 

 Yowaki ni natte ochikonde iru yousu desu. 

 Example: 

After the break-up, Katie was in a depressed mood all week. 

ケーティはボーイフレンドと分かれた後、一週間いじいじした気持ちになりまし

た。 

Keeti wa booifurendo to wakareta ato, isshuukan ijiiji shita kimochi ni 

narimashita. 

16. ガミガミ Gami Gami (Giyougo) 

 Definition: 

 To speak in a nagging or scolding way. 

 口やかましくしかりつけたり、文句を言う様子です。 

 Kuchiyakamashiku shikaritsuketari, monku o iu yousu desu. 

  

 



Example: 

The teacher scolded the student. 

 先生は学生にガミガミ言いました。 

 Sensei wa gakusei ni gamigami iimashita. 

17. カチン Kachin (Gijougo) 

 Definition: 

 The act of taking offense at something one says. 

 誰かが何か言ったことに頭にくる様子です。 

 Darake ga nani ka itta koto ni atamanikuru yousu desu. 

 Example: 

Mary took offense when Dwayne said her dress was ugly. 

 デュウェインがドレスを醜いと言ったので、メアリーはカチンときました。 

 Duwein ga doresu o minikui to itta node mearii wa kachin to kimashita. 

18. ハー Haa (Giseigo) 

 Definition:  

The sound of a deep sigh. 

 深くため息をついた時の音です。 

 Fukaku tame iki o tuita toki no oto desu. 

 Example:  

 Professor Matsumoto sighed when she saw Allison’s bad translation. 

 松本先生はアリソンの翻訳を見ると、ハーとため息をつきました。 

Matsumoto sensei wa arison no honyaku o miru to, haa to tame iki wo 

tsukimashita. 

19. きっちり Kicchiri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of something being in a proper order. 

 何かが正しく適当に整えられている様子です。 

 Nani ka ga tadashiku tekitou ni totonoerarete iru yousu desu. 

 Example: 

Malyssa's manga collection was in perfect alphabetical order. 

 マリーサの漫画コレクションはきっちり整理されています。 

 Mariisa no manga korekushon wa kicchiri seiri sareteimasu. 

20. ばたんきゅー Batankyuu (Giyougo) 

 Definition: 

 The action of falling down and going to sleep from exhaustion. 

 疲れから倒れて寝てしまう動作です。 

 Tsukare kara taorete neteshimau dousa desu 

  



Example: 

After running in marathon, Dwayne fell onto his bed and fell asleep. 

マラソンで疲れたから、デュウェインはベッドにばたんきゅーと倒れて、寝てし

まいました。 

Marason de tsukareta kara, Duwein wa beddo ni batankyuu to taorete, 

neteshimaimashita.  

2.2 
1. むしむし Mushi Mushi (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of the temperature being hot and humid. 

 気温が高く蒸し暑い様子です。 

 Kion ga takaku mushiatsui yousu desu. 

 Example: 

Japan is more humid than America, so summer there is hot and muggy. 

 日本のほうがアメリカより湿気が高いから、夏はむしむししています。 

Nihon no hou ga Amerika yori shikki ga takai kara, natsu wa mushimushi 

shiteimasu. 

2. プカプカ Puka Puka (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of something bobbing on the surface of water. 

 水の上に何かが浮かんでいる様子です。 

 Mizu no ue ni nani ka ga ukandeiru yousu desu. 

 Example: 

The duck bobbed on the surface of the water as it floated. 

 あひるは水面にプカプカ浮かんでいました。 

 Ahiru wa suimen ni pukapuka ukandeimashita. 

3. バシャ Basha (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of splashing water. 

 水しぶきの音です。 

 Mizushibuki no oto desu. 

 Example: 

The kids splashed each other in the pool. 

 子供はプールでバシャバシャと水をかけ合いました。 

 Kodomo wa puuru de basha to mizu o kake aimashita. 

 

 



4. キラキラ Kira Kira (Gitaigo) 

Definition: 

 The state of something that is sparkling or glittering. 

 何かが輝いている様子です。 

 Nani ka ga kagayaiteiru yousu desu. 

 Example: 

Robin’s eyes sparkled when she saw chocolate. 

 ロビンはチョコレートを見て、目をキラキラ輝かせました。 

 Robin wa chokoreeto o mite, me o kirakira kagayakasemashita. 

5. ざざっ Za Za (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of rain and water hitting something. 

 雨や波が何かに激しくぶつかる音です。 

 Ame ya nami ga nanika ni hageshiku butsukaru oto desu. 

 Example: 

The beach was quiet and the waves gently splashed over the shore. 

 海辺は静かで、波がざざっと浜に打ちつけました。 

 Umibe wa shizuka de, nami ga zaza to hama ni uchitsukemashita. 

6. むしゃむしゃ Musha Musha (Giyougo) 

 Definition: 

 The action of munching quickly and noisily. 

音をたてながら、早く食べる動作です。 

 Oto o tate nagara, hayaku taberu dousa desu. 

 Example: 

Since Sandra was hungry chewed food loudly. 

 サンドラはおなかがぺこぺこだったから、むしゃむしゃ食べました。 

 Sandora wa onaka ga pekopeko datta kara, mushamusha tabemashita. 

7. ムカッ Muka (Gijougo) 

 Definition: 

 The act of instantly becoming angry at something. 

 一瞬の間に頭にくる様子です。 

 Isshun no aida ni atamanikuru yousu desu. 

 Example: 

Roman saw someone shove his girlfriend, and got immediately angry. 

 ロマンは誰かが彼女を押したから、ムカッときました。 

 Roman wa dare ka ga kanojo o oshita kara, muka to kimashita. 

 



8. ワイワイ Wai Wai (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of many people speaking loudly. 

たくさんの人達が大きい声で話す音です。 

Takusan no hitotachi ga ookii koe de hanasu oto desu. 

Example: 

It was loud in the classroom because everybody was talking loudly. 

教室で皆はワイワイと話していました。 

Kyoushitsu de minna wa waiwai to hanashiteimashita. 

9. ウァー Uaa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound someone makes when in amazement. 

誰かが感激した時の声です。 

 Dare ka ga kangeki shita toki no koe desu. 

 Example: 

Emmy was amazed by the ballet dance. 

 エミーはバレーダンスが素晴しくてウァーと驚きました。 

 Emii wa bareedanzu ga subarashikute uaa to odorokimashita. 

10. カシャ Kasha (Giongo) 

 Definition:  

 The sound of a  camera shutter 

 カメラのシャッターの音です。 

 Kamera no shattaa no oto desu. 

 Example: 

 The camera made a click when Jack took a picture. 

 ジャックが写真を取った時、カシャと音がしました。 

 Jakku ga shashin wo totta toki, kasha to oto ga shimashita. 

 

2.3 
1. きーきー Kii Kii (Giongo) 

 Definition: 

The sound made by old wooden objects moving, making a creaking sound. 

古い木造が軋む音です。 

 Furui mokuzou ga kishimu oto desu. 

  

 

 



Example: 

The old wooden floor creaked as Jack walked on it. 

ジャックが歩くと、古い木の床ががきーきー軋みました。 

 Jyakku ga aruku to, furui ki no yuka ga kiikii kishimimashita. 

2. ポタポタ Pota Pota (Giongo) 

Definition: 

 The sound made by an individual drop of water. 

 水の粒が落ちる音です。 

 Mizu no tsubu ga ochiru oto desu. 

 Example: 

It was raining lightly, so small drops of water fell. 

軽く雨が降ったから、水滴がポタポタ落ちました。 

 Karuku ame ga futta kara, suiteki ga potapota ochimashita. 

3. ギクシャク Gikushaku (Gijougo) 

 Definition: 

 The action of being clumsy and awkward. 

 スムーズでなく、ぎいいこちない動作です。 

 Sumuuzu de naku, giiikochinai dousa desu. 

 Example: 

Tiara acted awkwardly when she saw the guy she liked. 

 ティアラは好きな人の前だったので、ギクシャクしました。 

 Tiara wa suki na hito no maedatta node, gikushaku shimashita. 

4. ゴシゴシ Goshi Goshi (Giyougo/Giongo) 

 Definition: 

 The act and sound of rubbing something hard. 

 何かを力強くこする様子やその音です。 

 Nani ka o chikarazuyoku kosuru yousu ya sono oto desu. 

 Example: 

The stepmother made Cinderella scrub the floor hard. 

 シンデレラは継母に床をゴシゴシ磨かされました。 

 Shinderera wa mamahaha ni yuka o goshigoshi migakasaremashita. 

5. じゃぶん Jabun (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a big object hitting the water and making a splash. 

 大きい物が水の表面に当たった時の音です。 

 Ookii mono ga mizu no hyoumen ni atatta toki no oto desu. 

  

 



Example:  

 Shelby jumped into the the pool with a splash. 

 シェルビーはプールにじゃぶんと飛び込みました。 

 Sherubii wa puuru ni jabun to tobikomimashita. 

6. ゲー Gee (gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being disgusted by something. 

 何かに嫌悪した気持ちです。 

 Nani ka ni keno shita kimochi desu. 

 Example: 

Dwayne felt disgusted by the moldy food in the fridge. 

 デュウェーンは冷蔵庫の中のカビのはえた食べ物を見て、ゲーと思いました。 

Duweiin wa reizouko no naka no kabi no haeta tabemono o mite, gee to 

omoimashita. 

7. カタン Katan (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of hitting a hard object but making a low and sharp sound. 

 硬い物が当たってできる、小さくて鋭い音です。 

 Katai mono ga atatte dekiru, chiisakute surudoi oto desu. 

 Example: 

When Lexi closed the door, it made a soft thud. 

 レキシーがドアを閉めた時、カタンと音がしました。 

 Rekishii ga doa o shimeta toki, katan to oto ga shimashita. 

8. ヒャッ Hya (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of suddenly getting a chill. 

 急に寒気を感じる様子です。 

 Kyu ni samuke o kanjiru yousu desu. 

 Example: 

The wind made Foster shiver from the sudden chill. 

 風が吹いて、フォスターはヒャッと感じました。 

 Kaze ga fuite, Fosutaa wa hiya to kanjimashita. 

9. ぬっ Nu（Giyougo） 

 Definition: 

 The act of something suddenly or abruptly appearing. 

 何かが急に表れる様子です。 

 Nani ka ga kyuu ni arawareru yousu desu. 



 Example: 

 The ghost suddenly appeared and scared Allison. 

 幽霊がぬっと出てきて、アリソンは驚きました。 

 Yuurei ga nu to detekite, arison wa odorokimashita. 

10. ぎょ Gyo (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of having your eyes wide open from being surprised. 

 驚いて目を大きく開く様子です。 

 Odoroite me o ookiku hiraku yousu desu. 

 Example: 

Lexi was so surprised by the bug on the bed that her eyes went wide open. 

 レキシーはベッドに虫がいたのでぎょと驚きました。 

 Rekishii wa beddo ni mushi ga ita node gyo to odorokimashita. 

11. ダダッ Dada (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of quickly dashing away. 

 早く走る動作です。 

 Hayaku hashiru dousa desu.  

 Example: 

The roadrunner quickly dashed away from the coyote. 

 ロードランナーはコヨーテからダダと逃げました。 

 Roodorannaa wa koyoote kara dada to nigemashita. 

12. ギャーGyaa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of someone screeching, squealing, or screaming. 

 誰かが驚いて叫んだ声です。 

 Dareka ga odoroite sakenda koe desu. 

 Example: 

The baby wouldn’t stop screaming and screeching. 

 赤ちゃんはギャーと泣き止みません。 

 Akachan wa gyaa to nakiyamimasen. 

13. ザブーン Zabuun (Giongo) 

           The sound of something falling into the water or someone jumping into the water. 

 誰かや何かが水に入った時の音です。 

 Daraka ya nani ka ga mizu ni haitta toki no oto desu. 

 The sumo wrestler jumped in the pool and made a huge splash. 

 相撲力士がプールに飛び込むと、ザブーンと音がしました。 

 Sumourikishi ga puuru ni tobikomu to, zabuun to oto ga shimashita. 



14. ぶる Buru (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of shaking the body quickly. 

 さっと体を震わせる動作です。 

 Satto karada o furuwaseru dousa desu. 

 Example: 

Kino the dog shook himself quickly. 

 キーノという犬はぶると体を震わせました。 

 Kiino to iu inu wa buru to karada o furuwasemashita. 

15. ぐすっ Gusu (Giseigo/Giyougo) 

 Definition: 

 The act and sound of starting to tear up and cry. 

 涙を流したり泣いたりする動作とその声です。 

 Namida o nagashitari naitari suru dousa to sono koe desu. 

 Example: 

Malyssa started to tear up and cry at the sad part of the movie. 

 マリーサは悲しい映画を見たから、ぐすっと泣きました。 

 Mariisa wa kanashii eiga o mita kara, gusu to nakimashita. 

16. はーっ Haa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a sigh of relief. 

 安心して息をついた時の音です。 

 Anshinshite iki o tsuita toki no oto desu. 

 Example: 

When Kait escaped the monster she sighed with relief. 

 ケートは化け物から逃れた時、はーっと息を吐きました。 

 Keeto wa bakemono kara nogareta toki, haa to iki o hakimashita. 

17. ほかほか Hoka Hoka (Gitaigo) 

 Definition: 

 The feeling of being in a warm and pleasant situation. 

 暖かくて気持ちが良い様子です。 

 Atatakakute kimochi ga ii yousudesu. 

 Example: 

After India entered the onsen, she became warm. 

 インディアは温泉に入った後、体がほかほかしました。 

 India wa onsen ni haitta ato, karada ga hokahoka shimashita. 

 



18. くたり Kutari (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being completely exhausted.  

 とても疲れた様子です。 

 Totemo tsukareta yousu desu 

 Example: 

Shelby was completely exhausted after a day of working in the garden. 

 シェルビーは庭で一日中働いた後、ソファでくたりとしました。 

 Sherubii wa niwa de ichinichijuu hataraita ato, sofa de kutari to shimashita. 

 

3.1 
1. あんぐり Anguri (Giyougo) 

 Definition: 

 The state of being open mouthed with shock. 

 驚いて大きく口を開ける様子です。 

 Example: 

 The teacher was dumbfounded by the student’s question. 

 先生は学生の質問に驚いて口をあんぐり開けました。 

2. カーッ Kaa (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being embarrassed and blushing. 

 恥ずかしくて顔が赤くなる様子です。 

 Example: 

 Jack was embarrassed when he ripped his jeans in class.  

 ジャックはクラスでジーンズが裂けた時、恥ずかしくてカーッとなりました。 

3. ゴクッ Goku (Giseigo) 

 Definition: 

 The act or sound of the throat when gulping down a large amount of liquids.  

 一度にたくさんの飲み物を飲んだときの音です。 

 Example: 

Tiara was so thirsty that she gulped down a huge amount of water in a matter of 

moments. 

 ティアラはのどが渇いていたので、水をゴクッと飲みました。 

4. ブクブク BukuBuku (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of water rinsing in the mouth  

 水を口に含んでゆすぐ音です。 



 Example: 

 Shelby rinsed her mouth with water before entering the shrine. 

 シェルビーは神社に入る前に、水で口をブクブクとゆすぎました。 

5. ペッ Pe (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The act and the sound of spitting something out 

 何かを吐き出す動作とその音です。 

 Example: 

 Tiara didn’t like the taste of takoyaki, and spit it out. 

 ティアラはたこ焼きの味が好きじゃなくて、ペッと吐き出しました。 

6.  ぽい Poi (Giyougo) 

 The act of tossing something away. 

 何かを捨てる動作です。 

 Example: 

 Dwayne threw away the bag in the trash can. 

 デュウェインはふくろをぽいとゴミ箱に捨てました。 

7. ガシッ Gashi (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of grabbing something. 

 何かを力強くつかむ動作です。 

 Example: 

 Ruby grabbed her scythe.  

 ルービーはおおがまをガシッと掴みました。 

8. からんからん Karan Karan (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a bell ringing. 

 鐘の音です 

 Example: 

 The church bells rang as daily mass ended. 

 ミサの終わりに、教会の鐘がからんからんとなりました。 

9. ぱんぱん PanPan (Giongo) 

 Definition: 

The sound of clapping  

 両手で叩く音です。 

 Example: 

 Sue clapped after making a wish at the shrine. 

 スーは神社で祈るとき、ぱんぱんと手を叩きました。 



10. じっくり Jikkuri (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of taking plenty of time to do something thoroughly. 

 何かをするのに多くの時間を取る動作です。 

Example: 

Jack spent a long time making his drawing perfect.   

ジャックは完璧な絵を描くために、長い間じっくりと絵を描きました。 

11. キューン Kyuun (Gijougo) 

 Definition: 

A feeling of the tightening of the chest due to a strong emotion. 

 強い感情から胸を引き締められる気持ちです。 

 Example: 

 Shelby’s chest tightened with joy when she saw her boyfriend. 

 シェルビーは彼氏を見た時、胸がキューンとしました。  

 12. ピーン Piin (Giyougo) 

 Definition: 

 A sudden realization or coming up with an idea. 

突然いいアイディアを思いつく様子です。 

Example: 

 India came up with a great idea to make her mom happy.  

インディアはお母さんを喜ばせるためにピーンといいアイディアが浮かびまし

た。 

13. グイッ Gui (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of forcefully pulling something 

 力強く何がを引く動作です。 

 Example: 

 Allison broke the door handle when she pulled it forcefully. 

 アリソンはグイっと引っ張った時ドアの取っ手を壊しました。 

14. ガン Gan (Giongo) 

 Definition: 

The sound of receiving a strong blow  

強い打撃を受けた時の音です。 

 Example: 

The pan fell to the floor with a bang. 

 フライパンが床に落ちて、ガンという音をたてました。 

 



15. ズドン Zudon (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a heavy object falling down. 

重い物や人が落ちた音です。 

 Example: 

 The sumo wrestler tripped and fell with a thud. 

  相撲力士はズドンとしりもちをつきました。 

 16. ゲロリ Kerori (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of acting cool and calm as if nothing bad happened. 

 何もなかったように見せる様子です。 

 Example: 

Foster was in a car accident, and then acted as if nothing happened. 

 フォスターは自動車事故にあいましたが、ケロリとしていました。 

17. うふふ Ufufu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a girl’s laugh or giggle. 

 女の子が笑う声です。 

 Example: 

 Xinyu giggled lightly in a girlish way. 

 シンユはうふふと笑いました。 

18. がっかり  Gakkari (Gijougo) 

 Definition: 

The feeling of one’s heart sinking; feeling down when something hoped for 

doesn’t happen 

期待したことが起こらず、落ち込んだ時の気持ちです。 

 Example: 

Shelby was hoping to get chocolate ice cream, but felt down after she found out 

the shop was sold out. 

シェルビーはチョコアイスを食べたかったが、アイスの店にはチョコアイスがな

かったのでがっかりしました。  

19. どぎまぎ Dogimagi (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being nervous or in a flutter; flustered 

 緊張している様子です。 

 

  



Example: 

 Foster was in a fluster when he found himself surrounded by pretty girls. 

 フォスタは美人の女性たちに囲まれて、どぎまぎしました。 

20. ニコッ Niko (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of smiling 

 微笑む動作です。 

 Example: 

 Lexi smiled as she looked at pictures she took with her friends. 

 レキシーは友達と写真を取った時、ニコッと微笑みました。 

21. どくどく DokuDoku (Gijougo) 

 Definition: 

 The sound of blood pumping through veins in nervous excitement. 

 緊張して血流の音が聞こえる様子です。 

 Example: 

 India was excited and nervous for her first date. 

緊張して どくどくと心臓の音がきこえました。 

3.2 
1. イラッ Irat (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being irritated. 

 腹を立てた時の様子です。 

 Example: 

 Bri became irritated when the driver in front of her car drove very slowly. 

 ブリーは前の車のドライバーがとても遅いのでイラッとしました。 

2. するり Sururi (Giyougo) 

 Definition: 

 An action done with smooth and quick motion. 

 早くてスムーズな動作です。 

 Example: 

 Malyssa slipped through the crowd smoothly. 

 マリーサは人だかりをするりとぬけました。 

3. ドンドン Dondon (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of drums 

 太鼓の音です。 



 Example: 

The warrior heard the drums of war beating in the distance. 

 兵士は遠くのドンドンという太鼓の音を聞きました。 

4. ぴょんぴょん Pyonpyon (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of jumping up and down lightly. 

 ジャンプをしている様子です。 

 Example: 

 The puppy bounced around in the kitchen. 

 子犬は台所でぴょんぴょんと飛び跳ねました。 

5. ぐいぐい Guigui (Giyougo) 

 Definition: 

 To push repeatedly with force. 

 無理やり人を押す様子です。 

 Example: 

 The people pushed to get onto the train. 

 乗客は電車に乗るためにぐいぐいと他の乗客を押しました。 

6. ピーッ Pii (Giongo) 

 Definition: 

 A short and high pitched sound, such as a whistle. 

 笛のような短くて高い音です。 

 Example: 

 The trainer blew his whistle to make the dogs come to him. 

 コーチは犬を集めるために口笛をピーッと吹きました。  

7. どんちゃか Donchaka (Giongo) 

 Definition: 

 The loud sound of instruments in a parade. 

 パレードの騒がしい楽器の音です。 

 Example: 

 The parade instruments were loud as they went through the city.  

 パレードが街を回っているときどんちゃかと騒がしい音をたてていました。 

3.3 
8. むしむし MushiMushi (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being hot and humid. 

 蒸し暑い様子です。 



 Example: 

 The weather on Monday was hot and humid. 

 月曜日の天気はむしむししていました。 

9. ぶーん Buun (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a buzzing insect. 

 虫の音です。 

 Example: 

 The bee buzzed by Allison’s ear and she screamed. 

はちがアリソンの耳の近くをブーンと飛んだので、アリソンはびっくりして叫び

ました。 

10. そよそよ Soyosoyo (Gitaigo) 

 Definition: 

 The sound of soft wind blowing. 

 穏やかな風の音です。 

 Example: 

 The wind blew gently, blowing through Shelby’s hair. 

 風がそよそよと吹いて、シェルビーの髪を吹き抜けました。 

11. ちん Chin (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a small bell. 

 小さい鐘の音です。 

 Example: 

 The wind chime made a pretty ding sound. 

風鈴はちんときれいな音をならしました。 

12. ぷっ Pu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of spitting something out. 

 何かを飛ばす音です。  

 Example: 

 Shelby spit out the escargot because it was slimey. 

シェルビーはエスカルゴがぬるぬるしていたので、エスカルゴをぷっと吐き出し

ました。 

  

 

 



13. エーン Een (Giseigo) 

 Definition:  

 The sound of crying or sobbing. 

 子供が泣く声です。 

 Example: 

 The child sobbed because he fell down. 

 子供は躓いた時、エーンと泣き出ました。 

14. ぐちぐち GuchiGuchi (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of repeatedly complaining. 

 繰り返し文句を言う動作です。 

 Example: 

 The customer complained because their food was cold. 

 客は食べ物が冷たいから、ぐちぐちと文句を言いました。 

15. ぐっ Gu (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of choking. 

 のどが詰まる様子です。 

 Example: 

 Jack started to choke when he swallowed a whole watermelon seed. 

 西瓜の種を全て飲み込んだ時、ジャックはぐっとのどを詰まらせました。 

16. あたふた Atafuta (Giyougo) 

 Definition: 

 Act of being in a hurry or doing something in haste. 

 ひどぐあわてている様子です。 

 Example: 

 The mother hastily ran around when she couldn’t find her child. 

 母は子供を見つけられなかったので、あたふたしました。 

17. かちゃん Kachan (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of lightly hitting glass objects 

食器などが軽く当たる音です。 

 Example: 

 The glass plate fell over when the child ran into them.  

 子供がガラスの皿にぶつかった時、かちゃんと割れました。 

 



18. ゴホッ Goho (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a cough. 

 咳をした時の声です。 

 Example: 

 Lexi coughed while she was taking a test. 

 レキシはテストを受けながら、ゴホッと咳をしました。 

19. ふう Fuu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of blowing a breath of air out. 

 口から息を出す音です。 

 Example: 

 Tiara sighed a breath of relief when she found out her dad was okay. 

 父が大丈夫だと分かった時、ティアラはふうと息を吐きました。 

20. ジュルッ Jyuru(Giongo/ Gitaigo) 

 Definition: 

 The sound of drooling. 

 よだれをたらしている様子か、その音です。 

 Example: 

Professor Matsumoto drooled when she saw chocolate.  

 松本先生はチョコレートを見た時、ジュルッとよだれをたらしました。 

21. ひりひり HiriHiri (Gijougo) 

 Definition:  

The feeling of prickling pain on the skin. 

 皮膚が痛い様子です。 

 Example: 

 Allison’s hand hurt when she touched the hot pan. 

 アリソンはあついフライパンにさわった時、手がひりひりしました。 

22. ウェーッ Uee (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of throwing up after seeing or tasting something gross. 

 汚いものを見たり、まずいものを食べた後で吐いたときの声です。 

 Example: 

 Tiara was grossed out when she ate mushrooms. 

 茸を食べた時、ティアラはウェーッと吐きました。 

 



23. ゲップ Geppu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a burp. 

 ゲップの音です。 

 Example: 

 Abby burped after drinking soda. 

 ソーダを飲んだ後でアビーはゲップをしました。 

24. キーン Kiin (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of having a headache after drinking something cold quickly. 

 早く何かを飲んだり、食べたりして、頭が痛くなる様子です。 

 Example: 

Allison’s head hurt after she eats shaved ice.  

 アリソンが急いでかき氷を食べた時、頭がキーンと痛くなりました。 

25. おどおど OdoOdo (Gitaigo) 

 Definition: 

 The feeling of not at ease because of being fearful and nervous. 

 怖さと緊張から、落ち着かない様子です。 

 Example: 

 Bri was nervous about asking the boy out. 

 ブリ―は男の子をデートに誘う時、緊張しておどおどしました。 

26. テレ Tere (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being happy and embarrassed. 

 幸せだけど、はずかしい様子です。 

 Example: 

 The boy became embarrassed, but happy because Bri asked him out. 

 ブリ―が男の子をデートに誘ったので、その男の子はテレっとしました。 

27. ウハウハ UhaUha (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being happy after something good happens. 

 何かいい事があって、幸せな気持ちです。 

 Example: 

 Robin was ecstatic when she found out she was going to Japan. 

 日本に行くと分かった時、ロビンはウハウハした気分になりました。 

 



28. ヒュー Hyuu (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of wind blowing or something whizzing by. 

 すばやく何かが通ったり、風が吹いたりした時の音です。 

 Example: 

 The fireworks whizzed through the air before going off. 

 爆発する前に、花火は空にヒューと打ち上げられました。 

29. バンバン BanBan (Giongo) 

 Definition:  

The loud bang of something like a gunshot or fireworks. 

銃声や花火などの音です。 

 Example: 

 The fireworks went off with a bang! 

 花火はバンバンと打ち上げられました。 

4.1  

1. カチカチ KachiKachi (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being stiff from nervousness. 

 緊張してってしまう様子です。 

 Example: 

 Tiara was nervous for her date. 

 ティアラはデートの時カチカチに緊張しました。 

2. ルンルン RunRun (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being happy and excited. 

 嬉しくて気持ちが浮いている様子です。 

 Example: 

 Jack was happy and excited while waiting to ride the roller coaster. 

ジャックはジェットコースターに乗るのを待っているとき、ルンルンとしていま

した。 

3. カーカー Kaakaa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a crow cawing. 

 カラスの鳴き声です。 

  



Example: 

 Dwayne heard crows cawing while walking in the park. 

デュウェインが公園で歩いているとカラスの鳴き声がカーカーと聞こえました。 

4. くんくん Kunkun (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of sniffing at something. 

 何かを嗅ぐ様子です。 

 Example: 

 The dog sniffed the ground. 

 その犬は地面をくんくんと嗅ぎました。 

5. ニコッ Niko (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of flashing a smile 

 一瞬の間笑顔をみせる様子です。 

 Example: 

 Lexi flashed a smile when she greeted her professor. 

 レキシは先生に挨拶をした時、ニコッと微笑みました。 

6. ヒューヒュー HyuuHyuu (Giongo) 

 Definition: 

 The whistling sound of a strong wind. 

強い風の音です。  

 Example: 

 The wind blew fiercely all day long. 

 風は一日中ヒューヒューと吹きました。 

7. フワッ Fuwa (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of swaying softly 

 そっと揺れる様子です。 

 Example: 

 Mary’s hair swayed softly in the wind. 

 メアリーの髪は風でフワッと揺れました。 

8. ポーッ Poo (Gitaigo) 

 Definition: 

 The act of blushing 

 顔が赤くなる様子です。 

  

 



Example: 

 India blushed when she received a love letter from her boyfriend. 

 インディアは彼氏からの手紙を読んだ後、ポーッと顔が赤くなりました。 

9. タターン Tataan (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The act and sound of skipping. 

 スキップをする音とその様子です。 

 Example: 

 Xinyu skipped everywhere when she was a child. 

 シンユーは子供の時、どこでもタターンとスキップをしました。 

10. にんまり Ninmari (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of smiling complacently. 

 満足して声を出さずに微笑む様子です。 

 Example: 

 Malyssa smiled complacently when she finished her project. 

 マリーサはプロジェクトが終わった後、にんまりと微笑みました。 

11. こそこそ KosoKoso (Giyougo) 

 Definition: 

 The state of being sneaky. 

 人目につかないように隠れて何かをする様子です。 

 Example: 

 Dwayne snuck into his sister’s room to steal her diary. 

 デュウェインは日記を盗むために妹の部屋にこそこそと入りました。 

12. ポツポツ Potsu Potsu (Giongo) 

Definition: 

 The sound of raindrops 

 雨粒の音です。 

 Example: 

 The rain was just starting, so small raindrops hit the window. 

 雨が降り始めて、ポツポツと雨粒が窓に当たりました。 

13. ザー Zaa (Giongo) 

Definition: 

 The sound of rain 

 雨の音です。 

  

 



Example: 

 Xinyu stared out the window and listened to the sound of the rain. 

 シンユーは窓から外を見ると、ザーと雨の音が聞こえました。 

14. バッ Ba (Giongo) 

Definition: 

 The sound of umbrellas opening. 

 傘を開ける音です。 

 Example: 

 Tiara opened her umbrella at the first sight of rain. 

 ティアラは雨が降ってきたから、ばっと傘を開けました。 

15. ぺちゃくちゃ Pecha Kucha (Giseigo) 

Definition: 

 The sound of continuous chatter 

 継続的に話す声です。 

 Example: 

 The audience continuously chatted as the uninteresting play went on. 

 観客は面白くないステージが続くのでぺちゃぺちゃと話し続けました。 

16. ばしゃ Basha (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

The action and sound of a single forceful splash. 

 水が飛び散ったりする音とその様子です。 

 Example: 

 India splashed Kait. 

 インディアはケートにばしゃと水をかけました。 

17. べちょっ Becho (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being soaked. 

 濡れる様子です。 

 Example: 

 Travis’s feet were  soaked after he stepped into a puddle. 

 トラビスは水溜りに入ってしまったので、足がべちょっと濡れてしまいました。 

18. ぱしゃっ Pasha (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a single light splash 

 水が跳ねたときの音やその様子です。 

  

 



Example: 

 Sue stepped in a puddle while walking her dog. 

 スーは犬を散歩しながら、水たまりにぱしゃっと入ってしまいました。 

19. パシャパシャ PashaPasha (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of water splashing multiple times. 

 水が複数回跳ねる音かその様子です。 

 Example: 

 The children splashed each other playfully in the pool. 

 子供達はプールでパシャパシャと水を掛け合って遊びました。 

20. びしょびしょ BishoBisho (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being soaked. 

 ずぶ濡れの様子です。 

 Example: 

 Foster was soaking wet from walking in the rain. 

 フォスターは雨の中を歩いたのでびしょびしょになりました。 

21. ポツン Potsun (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of water dropping. 

 水が落ちた時の音です。 

 Example: 

 Water dropped from rooftops as the rain stopped. 

 雨の終わりに、雨水が屋上にぽつんと落ちました。 

22. てかっ Teka (Gitaigo) 

 Definition: 

 Sunlight or anything shining. 

 太陽の光か何かが輝く様子です。 

 Example: 

 The sun shone brightly. 

 太陽の光がてかっと差し込みました。 

23. がやがや GayaGaya (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of many people speaking at once. 

 沢山の人が一斉に話している声です。 

  

 



Example: 

 The crowd was speaking all at once. 

 人ごみはがやがやとしていました。 

24. かりかり KariKari (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of frustration and irritation. 

 いらだたしい気持ちです。 

 Example: 

 Malyssa felt frustrated with the person walking slowly in front of her. 

 マリーサはゆっくり歩く人にかりかりしました。 

25. ずっと Zutto (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of doing something for a long time. 

 時間をかけて何かをする様子です。 

 Example: 

 Bri decided to live in Japan forever. 

 ブリは日本にずっと住みました。 

4.2 
 

1. ごたごた GotaGota (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of a lot of things gathering at once place. 

 多く物が集まっている様子です。 

 Example: 

 There were a lot of shops gathered in the market. 

 マーケットにはたくさんお店がごたごたと集まっていました。 

2. ウワァッ Uaa (Giseigo) 

 Definition: 

The sound of an exclamation of surprise. 

 驚いて叫んだ声です。 

 Example: 

 India was surprised by the large size of the museum. 

 インディアは大きい博物館にウワァッと驚きました。 

  



3. ケラケラ KeraKera (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of high pitched giggling. 

 高い声で笑う様子です。 

 Example: 

 Bri giggled at Foster’s joke. 

 ブリーはフォスターの冗談にケラケラと笑いました。 

4. ゆっくり Yukkuri (Giyougo) 

 Definition: 

The act of doing something slowly.  

 時間をかけて何がをする動作です。 

 Example: 

 Shelby slowly cleaned her apartment. 

 シェルビーはゆっくりとアパートを掃除しました。 

5. そそくさ Sosokusa (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of doing something hastily.  

 急いでする動作です。 

 Example: 

 Dwayne hastily packed up his bag and ran to class. 

 デュウェインはそそくさと鞄を詰めてクラスに走りました。 

6. ぱっぱっ PaPa (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of doing something in a hurry 

 急いで何かをする動作です。 

 Example: 

 Kait had a lot of money so she spent it quickly on her vacation. 

 ケートはお金持ちなので、休みにぱっぱっとお金を使いました。 

7. ひょい Hyoi (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of lifting something quickly without effort. 

 簡単に何かを持ち上げる動作です。 

 Example: 

 Foster picked up the heavy bag effortlessly. 

 フォスターはひょいと重い鞄を持ち上げました。 

 



8. ビリッ Biri (Giongo) 

 Definition: 

The sound of paper material tearing. 

 紙が避ける音です。 

 Example: 

 Xinyu ripped up the paper. 

 シンユーはビリッと紙を破きました。 

9. バサッ Basa (Giongo) 

 Definition: 

The sound of a lot of clothes or papers falling. 

 たくさんの紙や服が落ちる音です。 

 Example: 

 Dwayne accidentally dropped his clothes. 

 デュウェインはあやまってバサッと服を落としてしまいました。 

10. よろよろ YoroYoro (Giyougo) 

 Definition: 

 The state of being unsteady or wobbly. 

 立っているのが不安定な様子です。 

 Example: 

 India was so tired after the marathon, she was unsteady on her feet. 

 インディアはマラソンの後、疲れたので、よろよろと歩きました。 

11. ハーハー HaaHaa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of blowing out a breath of air. 

 激しく息を吐く音です。 

 Example: 

 Xinyu was breathing hard after running up the stairs. 

 シンユーは階段を上ったの後、はーはーと息を吐きました。 

12. ふー Fuu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a sigh of relief. 

 安心して息を吐く音です。 

 Example: 

 Lexi sighed as she finished her essay in time for the deadline. 

 レクシは作文が締め切りまでに終わってふーと息を吐きました。 

 



13. イチャイチャ IchaIcha (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of flirting or kissing a lot. 

恋人同士で仲良くする様子です。例えば手をつないだり、キスをしたりすること

です。 

 Example: 

 Allison and Jack were flirting while they kissed. 

 アリソンとジャックはイチャイチャしました。 

14. チュッ Chu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a kiss. 

 キスの音です。 

 Example: 

 Travis kissed Shelby on the cheek. 

 トラビスはシェルビーの頰にチュッとしました。 

15. ギラギラ GiraGira (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of glaring strongly. 

 強くにらむ動作です。 

 Example: 

 The lion glared at the giraffe. 

ライオンはキリンを見て、目をギラギラさせました。 

16. ドサッ Dosa (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of things thudding from being dropped. 

 何かを落とした時の音です。 

 Example: 

 The books thudded as they fell from India’s bookcase. 

 インディアの本棚から本が本がトサッと落ちました。 

17. コロン Koron (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of things rolling. 

 物が転がる様子です。 

 Example: 

 Xinyu dropped her oranges, and they rolled around. 

 シンユーがバッグを落としたらオレンジがコロンと転がりました。 



18. ピクン Pikun (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of ears pricking at a sound. 

 音に反応して耳が小さく動く様子です。 

 Example: 

 The dog’s ears pricked up when he heard a noise from behind him. 

 音を聞いた時、犬の耳はピクンとしました。 

19. きょとん Kyoton (Gitaigo) 

 Definition: 

The state of being wide-eyed from not understanding the situation when 

surprised. 

 驚いて状況が分からなくて、目を丸くする様子です。 

 Example: 

Foster was dumbfounded when his friends appeared at his house and surprised 

him . 

フォスターは家に友だちが現れて、フォスターを驚かした時、きょとんとしまし

た。 

20. ドサドサ DosaDosa (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The state or sound of heavy things falling. 

 重いものが落ちる様子と音です。 

 Example: 

 When Allison opened the sliding door, some of the futon fell from the oshiire. 

 アリソンが押入れの戸を開けた時、押し入れから布団がドサドサと落ちました。 

21. シラー Shiraa (Gijougo) 

 Definition: 

 The state of having no interest in something. 

 興味がなくなる様子です。 

 Example: 

When the comedian tried to make the audience laugh, what he said wasn't funny 

and the audience were not having fun and became silent. 

コメディアンは観客に冗談を言ったけど、面白くなかったので、観客はシラーと

しました。 

 

 



4.3 
1. そっくり Sokkuri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of looking exactly like something else. 

似ている様子です 

 Example: 

 Shelby saw someone that looked exactly like Allison when she was walking. 

 シェルビーは歩いている時、アリソンにそっくりな人を見ました。 

2. チカチカ ChikaChika (Gijougo) 

 Definition: 

 The state of lights being so bright that they hurt the eyes. 

 明るすぎて、目が痛む様子です。 

 Example: 

 The lights in Akihabara were flickering and bright. 

 秋葉原の電気は明るすぎて目がチカチカしました。 

3. きゃぴきゃぴ KyapiKyapi (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of young women being energetic and noisy. 

 若い女性が元気で騒いでいる様子です。 

 Example: 

 Kait was energetic about going to the amusement park. 

ケートとブリとインディアとマリーサは遊園地に行くのでうれしくなって、きゃ

ぴきゃぴ騒いでいました。 

4. つるつる TsuruTsuru (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being smooth or slippery. 

 何かが滑らかでツルツルした様子です。 

 Example: 

 The floor was slippery after being mopped. 

 床は掃除した後、つるつるになりました。 

5. きゅっ Kyu (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of tightening one’s lips. 

 口を引き締める動作です。 

  

 



Example: 

 The child pursed his lips because he didn’t win the game. 

 子供は負けたので、悔しくてきゅっと唇をす結びました。 

6. どしんどしん DoshinDoshin (Giongo) 

 Definition: 

  The sound of heavy thumping. 

 勢いよく踏みつけた時の音です。 

 Example: 

 The sumo wrestler stompped before the match. 

 相撲力士は試合の前にどしんどしんと足を踏みならしました。 

7. キャーキャー KyaaKyaa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of squealing and screeching. 

 喜びに叫ぶ声です。 

 Example: 

 Malyssa screamed happily when she saw her favorite band live. 

 マリーサは一番好きなバンドを見た時、キャーキャーと叫びました。 

8. ボサボサ BosaBosa (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of having messy hair. 

 髪がみっともなく逆立っている様子です。 

 Example: 

 Allison’s hair is always messy in the morning. 

 毎朝アリソンの髪はいつもボサボサです。 

9. ぽかん Pokan (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of opening the mouth due to shock by something surprising. 

 驚いて口をあける様子です。 

 Example: 

 Travis was shocked by the high price on a simple pair of jeans. 

 トラビスはジーンズの値段に驚いてポカンとしました。 

10. すたすた SutaSuta (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of walking quickly by while ignoring the things one passes. 

 何も気にせず、早く歩いていく様子です。 

  

 



Example: 

 Dwayne walked quickly to class. 

 デュウェインはクラスにすたすたと歩いていきました。 

11. うっ Uu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound one makes when seeing something disgusting.  

 気持ち悪いものを見たときに出す声です。 

 Example: 

 Shelby made a sound of disgust when her dog pooped on the carpet. 

 シェルビーは犬が床でうんこをした時、うっと声をあげました。 

12. すっきり Sukkiri (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being refreshed. 

 爽快な気分です。 

 Example: 

 Jack was relieved after he took a hot shower. 

 ジャックはシャワーを浴びた後すっきりとしました。 

13. ぎょっ Gyo (Gijyougo) 

 Definition: 

 The feeling of being surprised. 

 非常に驚く様子です。 

 Example: 

Professor Endo felt surprised when her students scared her in the haunted 

house. 

 えんどう先生はお化け屋敷で学生に脅かされた時、ぎょっとしました。 

 

5.1 
1. がぶがぶ GabuGabu (Giyougo/Giseigo) 

 Definition: 

 The act and sound of gulping down something. 

 何かを勢いよく飲む動作です。 

 Example: 

 After her run, Shelby gulped down water. 

 走った後で、シェルビーはお水をがぶがぶ飲みました。 

 

 



2. きちきち KichiKichi (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being closely packed. 

 とても詰まっている様子です。 

 Example:  

 Malyssa’s books were closely packed on her bookshelf. 

 マリーサの本は本棚にきちきちに詰まっていました。 

3. がっしり Gasshiri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being solid or firm. 

 体が頑丈な様子です。 

 Example: 

 The sumo wrestlers’ arms were solid from their practices. 

 相撲力士の腕は練習で、がっしりと頑丈になりました。 

4. どっしり Dosshiri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being big, bulky, and heavy. 

 大きくて重い様子です。 

 Example: 

 The box of books was big and heavy. 

 そのほんの箱はどっしりと重かったです。 

5. ゴツゴツ GotsuGotsu (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being rugged or rough. 

 おうとつがあって、滑らかでない様子です。 

 Example: 

 Dwayne has rough calluses on his hands from playing baseball. 

 デュウェインは野球をしているから、手がゴツゴツしています。 

6. ぱっ Pa (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of tossing something. 

 何かを投げる様子です。 

 Example: 

 Lexi tossed bread into the pond for the ducks. 

 レキシは池の鴨にパンをぱっと投げました。 

 



7. パンパン PanPan (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of slapping or clapping. 

  手を叩く音です。 

 Example: 

 Bri clapped her hands at the end of the romance movie from being moved. 

 ブリーは感動したので、ドラマの終わりにパンパンと手を叩きました。 

8. ドン Don (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of stomping. 

 足を踏み込んだときの音です。 

 Example: 

 The sumo wrestlers stomped their feet in the dohyou. 

 相撲力士は土俵でドンドンと四股を踏みました。 

9. タジタジ TajiTaji (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being overwhelmed. 

 圧倒されている様子です。 

 Example: 

 Dwayne felt overwhelmed by the crowd of intimidating people. 

 デュウェインはたくさんの人に圧倒されて、タジタジになりました。 

10. パシパシ PashiPashi (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The sound and action of slapping something with open palms. 

 掌で何かを叩いた時の音とその様子です。 

 Example: 

 Allison slapped a man for insulting her. 

 男がアリソンがバカにしたので、アリソンはパシパシと叩きました。 

11. ばしばし BashiBashi (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The action and sound of pushing something with open palms. 

 手のひらで何かを強く叩く動作とその音です。 

 Example: 

 India hit Kait while they fought. 

 インディアはケートと喧嘩しながら、ケートをばしばしと殴りました。 

 



12. ふらふら FuraFura (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being unsteady on one’s feet. 

 立っているのが不安定な様子です。 

 Example: 

 Foster felt unsteady from being dizzy. 

 フォスターは目まいがして、ふらふらしました。 

13. ダクダク DakuDaku (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of sweating a lot. 

 たくさん汗をかいている様子です。 

 Example: 

 Tiara sweated while jogging. 

 ティアラはジョギングをしながら、汗をダクダクかきました。 

14. ごろごろ GoroGoro (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of rolling. 

 転がる動作です。 

 Example: 

 The ball rolled on the ground. 

 ボールはグラウンドでごろごろと転がりました。 

15. ばたっ Bata (Giyougo/Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a thud from falling. 

 何かが地面に落ちる音やその様子です。 

 Example: 

 Allison’s cat thudded as she fell from the bed. 

 アリソンの猫がベッドから落ちると、ばたっと音がしました。 

16. ピューン Pyuun (Gitaigo/Giongo) 

 Definition: 

 The sound of something flying at high speeds. 

 高速で何かが飛んでいる音やその様子です。 

 Example: 

 Jack threw the baseball at high speed. 

 ジャックはボールをピューンと投げました。 

 



17. がっくり Gakkuri (Gijougo) 

 Definition: 

 The state of being disappointed when one’s expectations are not met. 

 期待が外れて、落ち込む様子です。 

 Example: 

 Shelby felt disappointed when the fish suddenly died. 

 シェルビーは金魚が死んだ時、がっくりとしました。 

5.2 
1. ざわざわ ZawaZawa (Giongo/Giseigo) 

 Definition: 

The sound of light chatter. 

 お喋りの声や音です。 

 Example: 

 The people chattered lightly before the Kabuki play started. 

 皆は歌舞伎が始まる前にざわざわとしていました。 

2. すっ Su (Giyougo) 

 Definition: 

 The sound of a quick but quiet action. 

 突然で、静かな動作です。 

 Example: 

 The elevator doors opened quickly and quietly. 

 エレベーターのドアはすっと開きました。 

3. のそりのそり NosoriNosori (Giyougo) 

 Definition: 

 A slowness in movement. 

 ゆっくり動く動作です。 

 Example: 

 Lexi returned home slowly. 

 レキシはのそろのそりと家に帰りました。 

4. じりじり JiriJiri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of advancing and retreating little by little. 

 少しずつ確実に進んだり退いたりする様子です。 

 Example: 

 The hero was trapped by two wolves. 

 英雄は二匹の狼をじりじりと追い込みました。 



5. カンカン KanKan (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of metal clanging. 

 金属を叩く音です。 

 Example: 

 The hero clanged his sword against his rival’s. 

 英雄は刀と敵の刀をカンカンと叩きました。 

6. ゼイゼイ ZeiZei (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of wheezing or being out of breath. 

 荒い息の音です。 

 Example: 

 Lexi wheezed from sprinting. 

  レキシは走ったから、ゼイゼイと息を吐きました。 

7. くるっ Kuru (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of turning abruptly. 

 急に回転する動作です。 

 Example: 

 The actor turned abruptly to face the audience. 

 俳優は観客の前でくるっと急に回りました。 

8. タタ TaTa (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of running fast. 

 早く走る音です。 

 Example: 

 India ran down the hallway. 

 インディアは廊下をタタと走りました。 

9. ヒュッ Hyu (Giyougo) 

 Definition: 

 The sound of jumping. 

 ジャンプの音です。 

 Example: 

 Malyssa jumped from the rock to the river. 

 マリーサは岩から川までヒュッとジャンプをしました。 

 



10. ヨタヨタ YotaYota (Giyougo) 

 Definition: 

 The action of wobbling. 

 よろめく動作です。 

 Example: 

 Foster wobbled as he finished the marathon. 

 フォスターはマラソンを走った後、、ヨタヨタとよろめきました。 

11. ドシンドシン DoshinDoshin (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of stomping heavily. 

 大きく足を踏み込んだり、倒れたりする様子とその音です。 

 Example: 

 The giant stomped as he walked, destroying the town. 

 巨人はどしんどしんと歩きながら街を壊しました。 

12. グシュグシュ GushuGushu (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of sniffling one’s nose loudly. 

 鼻をすする音です。 

 Example: 

 Tiara had a cold, so she sniffled her nose often. 

 ティアラは風邪で、グシュグシュと鼻をすすりました。 

13. ゴクゴク GokuGoku (Giyougo/Giongo) 

 Definition: 

 The act and sound of gulping. 

 水を勢いよく飲む様子とその音です。 

 Example: 

 The elephant gulped down water. 

 象は水をゴクゴクと飲みました。 

14. ジロリ Jirori (Gijougo) 

 Definition: 

 The act of strongly glaring at someone. 

 つよくにらむ様子です。 

 Example: 

 India glared when Tiara stole her coffee. 

 インディアはティアラがコーヒーを盗んだ時ジロリと見ました。 

 



15. パチパチ PachiPachi (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of clapping. 

 手を叩く音です。 

 Example: 

 The audience clapped when the movie ended. 

 観客は映画が終わった時パチパチと拍手をしました。 

5.3 
1. あーあ Aaa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a yawn. 

 欠伸の音です。 

 Definition 2: 

 The sound of a sigh. 

 ため息の音です。 

 Example: 

 Lexi yawned because class was boring. 

 レキシは授業がつまらなかったので、あーあと欠伸をしました。 

 Example 2: 

 Lexi sighed when her teacher gave her homework. 

 先生が宿題を出した時に、レキシはあーあとため息をしました。 

2. ぶんぶん BunBun (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of swinging something. 

 何かを振る動作です。 

 Example: 

 Foster swung the baseball bat. 

 フォスターは野球のバットをぶんぶんと振りました。 

3. かつん Katsun (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of something hard hitting something small and hard. 

 硬い物が小さい硬い物に当たった音です。 

 Example: 

 The judge hit the table lightly with the gavel. 

 判事は槌をテーブルにかつんと当てました。 

 



4. ボテボテ BoteBote (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of a ball that is hit and rolls slowly into the infield in baseball.  

 野球の試合で、あたりがゴロでボールがゆっくり転がる様子です。 

 Example: 

 Shelby lightly hit the baseball, and it fell to the ground with a thud. 

 シェルビーはボールを軽く打ったので、ボテボテのゴロが転がりました。 

5. ピュン Pyun (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of dashing quickly. 

 早く突っ走る動作です。 

 Example: 

 Malyssa sprinted away from the monster. 

 マリーサは化け物からピュンと走って逃げました。 

6. ワーッ Waa (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of vociferous cheers. 

 大きな歓声の声です。 

 Example: 

 Dwayne cheered because won the match. 

 デュウェインは試合に勝ったから、ワーッと歓声を上げました。 

7. ブン Bun (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of a hit. 

 何かが風を切る音です。 

 Example: 

  Jack swung the big bat. 

 ジャックは大きくバッドをブンとふりました。 

8. すぽっ Supo (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of something forcefully entering, escaping, or crashing. 

 物が勢いよく入ったり、抜けたり、落ちたりする様子です。 

 Example: 

 The ball was stopped in the catcher’s glove. 

 ボールは捕手のミットにすぽっと入りました。 

 



9. しょんぼり Shonbori (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being sad and disappointed. 

 悲しくて落ち込んだ様子です。 

 Example: 

 Dwayne was sad and disappointed by his football team’s loss. 

デュウェインはフットボールで負けたから、悲しくてしょんぼりしました。 

10. しれっ Shire (Giyougo) 

 Definition: 

 The state of acting like nothing happened. 

 何もなかったようにふるまう様子です。 

 Example: 

 Lexi acted like nothing happened when her friend farted. 

 レキシは友達がぶうっとおならをしても、しれっとしていました。 

11. ガツン Gatsun (Giseigo) 

 Definition: 

 The act of strongly telling someone to do something. 

 誰かに何かを強く言う様子です。 

 Example: 

 Jack commanded Shelby to get to work. 

 ジャックはシェルビーに仕事をしなさいとガツンと言いました。 

12. カーン Kaan (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of hitting something. 

 金属を叩いた音です。 

 Example: 

 Dwayne hit the baseball. 

 デュウェインはカーンとヒットを打ちました。 

13. タタタタ Tatatata (Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The sound of running frantically. 

 必死に走る音です。 

 Example: 

 Bri ran to the bus stop to catch the bus. 

 ブリはバスに乗るために、バス停にタタタタと走りました。 

 



14. ゆっくり Yukkuri (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of doing something slowly. 

 時間をかけてする動作です。 

 Example: 

 Xinyu slowly ate her cake. 

 シンユはケーキをゆっくり食べました。 

15. カキーン Kakiin (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of hitting a homerun. 

 ホームランを打った時の音です。 

 Example: 

 Kait hit a homerun. 

 ケートはホームランをカキーンと打ちました。 

16. ビューン Byuun (Giongo/Gitaigo) 

 Definition: 

The sound  and action of running and jumping at high speeds, cutting through the 

air. 

 高速で走ったり、飛んだりしたときの風をきる音やその様子です。 

 Example: 

 The ball zipped through the air by Tiara’s head. 

 ボールはティアラの頭の近くをビューンと飛んでいきました。 

17. ウワーッ Uaa (Giseigo) 

 Definition: 

 A sound of amazement. 

 驚いた時の声です。 

 Example: 

 Travis said “wow!” when he saw the trailer for the movie. 

 トラビスは映画の予告を見た時、「ウワーッ」と言いました。 

18. ヘトヘト HetoHeto (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being completely exhausted. 

 ばてている様子です。 

 Example: 

Jack was exhausted after running a marathon. 

 ジャックはマラションを走った後でヘトヘトになりました。 



19. パン Pan (Giongo) 

 Definition: 

 The sound of hands clapping together once. 

 手を一回叩いた音です。 

 Example: 

 Jack and Dwayne high-fived. 

 ジャックとデュウェインはパンとハイタッチをしました。 

20. ギュ Gyu (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of a hug. 

 ハグをする動作です。 

 Example: 

 Allison hugged Shelby. <3 

 アリソンはシェルビーにギュとハグをしました。 

6.1 
1. たっぷり Tappuri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of having plenty of something. 

 たくさん物がある様子です。 

 Example: 

 Allison had plenty of cash after working as a doctor. 

アリソンは医者としてで働いていたので、たっぷりとお金がたくさんありまし

た。 

2. るんるん RunRun (Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being in a excited or happy mood. 

 嬉しくて気分がはずんでいる様子です。 

 Example: 

 Foster was excited to go on the roller coaster. 

 フォスターはジェットコースタに乗るのをるんるんと待っていました。 

3. ギトギト GitoGito (Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of food being oily. 

 食べ物が脂ぎっている様子です。 

  

 



Example: 

 The hamburger was oily. 

 そのハンバーガーはギトギトに脂ぎっていました。 

4. ピリッ Piri (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of food being spicy. 

 食べ物が辛い様子です。 

 Example: 

 The Indian curry was spicy. 

 インドのカレーはピリッと辛かったです。 

5. ガブッ Gabu (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of taking a big bite of food. 

 大きな口を開けて、かぶりつく様子です。 

 Example: 

 The bear took a huge bite out of the fish. 

 熊は魚にガブッと噛み付きました。 

6. こってり Kotteri (Gitaigo) 

 Definition: 

 Heavy and rich food. 

 食べ物がくどい様子です。 

 Example: 

 Chinese food is sometimes heavy and rich.  

 中華料理は時々こってりしています。 

7. さっぱり Sappari (Gitaigo) 

 Definition: 

 Light food. 

 食べ物がくどくない様子です。 

 Definition 2: 

 The feeling of being refreshed. 

 不快感が消える気持ちです。 

 Example: 

 The salad is light. 

 サラダはさっぱりしてくどくないです。 

Example 2: 

Shelby was refreshed after drinking lemonade. 

 シェルビーはレモネードを飲むとさっぱりした気分になりました。 



8. ツルリ Tsururi (Giyougo) 

 Definition: 

 The sound of slurping noodles. 

 麺類をすする音です。 

 Example: 

 Bri slurped her udon noodles. 

 ブリーはうどんをツルリとすすりました。 

9. ネバネバ NebaNeba (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being sticky. 

 粘り気がある様子です。 

 Example: 

 The old gum on the bottom of the table was sticky. 

 テーブルの下についていた古いガムはネバネバしていました。 

10. オエッ Oe (Giseigo) 

 Definition: 

 The sound one makes when food is unpleasant. 

 まずい食べ物を食べたときに出す声です。 

 Example: 

 Bri said “bleh”  and vomited when she ate her least favorite food. 

 ブリーは一番嫌いな食べ物を食べた時に、「オエッ」と吐きました。 

11. モリモリ MoriMori (Giyougo) 

 Definition: 

 The act of eating a lot of food vigorously. 

 量の多い食べ物を勢いよく食べる様子です。 

 Example: 

 Shelby ate too much food too quickly. 

 シェルビーは食べ物をモリモリ食べ過ぎました。 

12. ブツブツ ButsuButsu (Giseigo) 

 Definition: 

 The act of grumbling or complaining under one’s breath. 

 小声で文句を言う動作です。 

 Example: 

 Kait grumbled under her breath when someone was rude to her. 

 ケートは誰かが失礼なことをした時、小声でブツブツと文句を言いました。 

 



13. グダグダ GudaGuda (Giyougo) 

 Definition: 

 The state of being indecisive. 

態度や行動がためらいがちな様子です。 

 Example: 

 India couldn’t decide what shirt to buy. 

 インディアはどちらのシャツを買うか、グダグダして決められませんでした。 

14. ケチケチ KechiKechi (Giyougo) 

 Definition: 

 The state of being stingy. 

 お金を使うことをしぶる様子です。 

 Example: 

 Mike tried not to use money on date since it was before payday.  

 マイクは給料日前だったので、デートでもケチケチしていました。 

15. キラキラ KiraKira (Gitaigo) 

 Definition: 

 The feeling of being smitten with something. 

 目が輝いている様子です。 

 Example: 

 Malyssa was smitten with the kitten. 

 マリーサは子猫を見て、目をキラキラ輝かせました。 

16. ガクッ Gaku (Gijougo) 

 Definition: 

 The state of being depressed. 

 落ち込む様子です。 

 Example: 

 Shelby felt depressed about her dog dying. 

 シェルビーは犬が死んでしまったので、ガクッと落ち込みました。 

17. えへん Ehen (Giyougo/Giongo) 

 Definition: 

 The sound of clearing one’s throat to get attention. 

 人の注意を促すために咳をした時の音やその様子です。 

 Example: 

 Lexi cleared her throat to get everyone’s attention for her speech. 

 レキシはスピーチで注目してもらうために、えへんと咳をしました。 

 



18. シャーシャー ShaaShaa (Giyougo) 

 Definition: 

The state of feeling no embarrassment when something shameful suddenly 

happens. 

 恥ずかしいと思わず、何もないようにすました様子です。 

 Example: 

 Without shame, Jack bragged about winning his card game. 

ジャックはカードゲームを勝ったことをシャーシャーと自慢しました。 

19. モコモコ  MokoMoko (Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being soft and fluffy. 

 ソフトでふんわりした様子です。 

 Example: 

 The plushie was soft and fluffy. 

 ぬいぐるみはモコモコしていました。 

20. ワーッ Waa (Giyougo/Giongo) 

 Definition: 

 The sound and action of suddenly crying from surprise or otherwise. 

 突然泣いたり、驚いたりするときの声、またはその様子です。 

 Example: 

 Allison said “wow!” when she was given a new necklace. 

 アリソンはネックレスを貰った時、ワーッと言いました。 

21. えへへ Ehehe (Giseigo) 

 Definition: 

 The state of laughing when one is embarrassed to hide it. 

 恥ずかしさをごまかすために笑う様子です。 

 Example: 

 Xinyu giggled when the boy kissed her hand. 

 シンユーは彼がシンユーの手にキスをした時、えへへと笑いました。 

6.2 
1. ピチピチ Pichipichi(Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of looking fresh and young. 

 若くて新鮮な様子です。 

  

 



Example: 

 The fish looked young and freshly caught. 

 取った魚はピチピチでした。 

2. ぴったり Pittari(Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of something fitting tightly or perfectly. 

 服のサイズがあっている様子です。 

 Example: 

 The dress fit Tiara perfectly. 

 そのドレスはティアラにぴったりでした。 

3. うっとり Uttori(Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being transfixed by seeing something lovely and wonderful. 

 美しいものやすばらしいものを見たときに、心を奪われてしまう様子です。 

 Example: 

 Travis was spellbound after he saw his bride in her wedding dress looking pretty. 

トラビスは花嫁衣装を着た花嫁を見たとき、とてもきれいでうっとりとしまし

た。 

4. ペコペコ Pekopeko(Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being very hungry. 

 お腹がとてもすいている様子です。 

 Example: 

 Xinyu was very hungry after going on a walk. 

 シンユーは歩いた後でお腹がペコペコになりました。 

5. テキパキ Tekipaki(Giyougo) 

 Definition: 

 The act of doing something quickly and appropriately. 

 すばやく適当にする動作です。 

 Example: 

 Allison quickly made a good sandwich. 

 アリソンはテキパキとサンドイッチを作りました。 

6. すっかり Sukkari(Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of being complete or all together. 

 完全にそうである様子です。 



 Example: 

 Dwayne completely forgot to set his alarm, so slept in. 

デュウェインは目覚まし時計をセットするのをすっかり忘れて朝寝坊をしまし

た。 

7. タラッ Tara(Giyougo) 

 Definition: 

 The act of something dripping. 

 液体をこぼした様子です。 

 Example: 

 The soup dripped onto the table. 

 スープはテーブルにタラッとこぼれました。 

8. ぺロリ Perori(Giyougo) 

 Definition: 

 The act of eating everything around for a short time. 

 短い時間に食べ物を全て食べる動作です。 

 Example: 

 The squirrel ate all of the acorns around. 

 リスはどんぐりを全部ペロリと食べました。 

9. カラカラ Karakara(Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being thirsty or a throat being dry. 

 喉が乾く様子です。 

 Example: 

 Shelby was hot and felt thirsty. 

 暑くてシェルビーは喉がカラカラでした。 

10. ぼそぼそ Bosoboso(Giyougo/Giseigo) 

 Definition: 

 The act of speaking in a low voice that no one can hear. 

 小さい声で話す様子です。 

 Example: 

 Lexi mumbled to her coworkers while she worked. 

 レキシは働いている時同僚にぼそぼそと話しました。 

11. カーッ Kaa(Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of blushing due to embarrassment. 

 恥ずかしくて顔が赤くなる様子です。 



 Example: 

 Shelby blushed with embarrassment when she fell in class. 

 教室で転んだ時シェルビーはカーッと顔が赤くなりました。 

12. まごまご Magomago(Giyougo) 

 Definition: 

 The condition of being confused and not knowing what to do. 

 どうしたらいいのか分からない様子です。 

 Example: 

 Bri felt confused and didn’t know how to bake the cake in the kitchen. 

 ブリはケーキの作り方が分からなくて、台所でまごまごしました。 

6.3 
1. うるうる Uruuru(Giyougo) 

 Definition: 

 The condition of having tears in the eyes. 

 目に涙をためている様子です。 

 Example: 

 Foster had tears in his eyes at the end of the sad movie. 

 フォスターは悲しい映画を見終わった時、目がうるうるしていました。 

2. えんえん Enen(Giseigo) 

 Definition: 

 The sound of a loud cry. 

 声をあげて泣く声かその様子です。 

 Example: 

 Kait cried loudly when she hurt her knee as a child. 

 ケイトは子供の時ひざを怪我して、エンエンと泣きました。 

3. ぼろぼろ Boroboro(Giyougo) 

 Definition: 

 The state of crying a lot of tears. 

 涙がたくさんこぼれる様子です。 

 Example: 

 India cried sorrowfully when she said goodbye to her friends. 

 インディアは友達にさようならと言いながらぼろぼろと泣きました。 

4. ぐしょぐしょ Gushogusho(Gitaigo) 

 Definition: 

 The state of a face being covered with tears and moisture. 

 顔が涙や汗でいっぱいになる様子です。 



 Example: 

 Dwayne cried a lot and his face became wet. 

 デュウェインは泣きすぎて、顔がぐしょぐしょになってしまいました。 

5. おいおい Oioi(Giyougo/Giseigo) 

 Definition: 

 The sound and act of  wailing intensely in a loud voice. 

 大きな声を上げて、激しく泣く様子、またはその声です。 

 Example: 

 The old man wailed when their cat died. 

 おじいさんは猫が死んでしまったのでおいおいと泣きました。 

6. もじもじ Mojimoji(Giyougo) 

 Definition: 

The state of being embarrassed and wanting to talk but being unable to make a 

sound due to bewilderment. 

 恥ずかしくて言いたいことが言えなくて戸惑っている様子です。 

 Example: 

 Malyssa was unable to speak her mind and explain herself. 

 マリーサは思ったことを説明できず、もじもじしました。 

7. くしゃくしゃ Kushakusha(Gitaigo) 

 Definition: 

 The condition of being wrinkled. 

 皺だらけの様子です。 

 Example: 

 The shirt was wrinkled from being in a bag. 

 T シャーツはかばんの中にあったので、くしゃくしゃになってしまいました。 

8. ドキン Dokin(Giongo) 

 Definition: 

The sound of a heart pumping for a moment due to a anxiety, surprise, 

expectation, or happiness. 

 驚きや不安、または喜びで鼓動が一瞬高鳴ることです。 

 Example: 

 Malyssa got excited when she saw the person she liked. 

 マリーサは好きな人を見た時ドキンとしました。 

 

 

 



9. ジーン Jin(Gijougo) 

 Definition: 

 The feeling of being touched emotionally by something. 

 何かに感動する様子です。 

 Example: 

 Foster felt touched by his brother’s thoughtful gift. 

 フォスターはお兄さんのプレゼントにジーンときました。 

10. うじうじ Ujiuji(Giyougo) 

 Definition: 

 The state of being unable to make a decision or being hesitant. 

 決断することができず、ためらったりする様子です。 

 Example: 

Tiara was hesitant to say goodbye to her friends in the airport. 

 空港でティアラはうじうじして、友達にさようならと言えませんでした。 

11. しょんぼり Shonbori(Gijougo) 

 Definition: 

 The state of being sad and without energy. 

 元気がなく、落ち込んでいる様子です。 

 Example: 

 Shelby felt unhappy when her friend moved away. 

 シェルビーは友達が引っ越したからしょんぼりしました。 

12. めそめそ Mesomeso(Giyougo) 

 Definition: 

The state of crying without sound. 

声を出さずに静かに泣く様子です。 

 Example: 

 Malyssa cried quietly at the sad ending of her manga. 

 漫画のエンディングが悲しかったからマリーサはめそめそしました。 

13. ニコッ Niko(Giyougo) 

 Definition: 

The act of smiling for an instant at something happy. 

 嬉しそうに一瞬笑う様子です。 

 Example: 

 Xinyu grinned when she saw her friend from China again. 

 シンユーは中国の友達にまた会えた時ニコッとしました。 

 



14. にっ Ni(Giyougo) 

 Definition: 

 The state of smiling without making a sound for a short time. 

 声を出さないで、少し笑顔を見せる様子です。 

 Example: 

 Tiara smiled when she saw her family waiting for her at the airport. 

 ティアラは空港で待っている家族をみるとにっと笑顔を見せました。 

15. こつん Kotsun(Giongo/Giyougo) 

 Definition: 

 The sound of light, solid objects hitting once. 

 軽くて硬いものが一回ぶつかる様子かその音です。 

 Example: 

 Jack and Dwayne bumped fists as a sign of friendship. 

 ジャックとデュウェインは友情の証としてこつんとお互いの拳を当てました。 

16. とぼとぼ Tobotobo(Giyougo) 

 Definition: 

 The state of moving quietly and feebly little by little. 

 力なく少しずつ歩く様子です。 

 Example: 

 The child was tired of playing, and went home quietly little by little. 

 その子供は遊びつかれて、とぼとぼと家に帰りました。 

17. ガクン Gakun(Giyougo) 

 Definition: 

 The act of a sudden jerk. 

 急に揺れる様子です。 

 Example: 

 The car jerked to a halt at the sudden stop sign. 

 車は一時停止サインで急にカクンと停まりました。 


