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デカバチンはにわ デカディジはにわ ナミカララはにわ

ナミバチンはにわ ナミディジはにわ チビカララはにわ

チビバチンはにわ チビディジはにわ デカモーはにわ

ノッポバチンはにわ ノッポディジはにわ ノッポモーはにわ
デブベルはにわ デカドリルはにわ デカパーはにわ
デカベルはにわ ナミドリルはにわ ナミパーはにわ
ナミベルはにわ チビドリルはにわ ノッポパーはにわ
チビベルはにわ デカエコーはにわ デカピポパはにわ
プチベルはにわ チビエコーはにわ チビピポパはにわ
ノッポベルはにわ ノッポエコーはにわ デカピローはにわ
デカボクはにわ デカガラゴロはにわ ナミピローはにわ
ノッポボクはにわ ナミガラゴロはにわ チビピローはにわ
デカボンボンはにわ チビガラゴロはにわ ノッポピローはにわ

ナミボンボンはにわ ノッポガラゴロはにわ ピョン ノッポピョンはにわ

チビボンボンはにわ デカゲンはにわ デカロボはにわ

ノッポボンボンはにわ ナミゲンはにわ ナミロボはにわ
ナミボンはにわ チビゲンはにわ チビロボはにわ
チビボンはにわ ノッポゲンはにわ ノッポロボはにわ
デカボーはにわ デカゲロはにわ デカパンはにわ
チビボーはにわ ナミゲロはにわ チビパンはにわ
ノッポボーはにわ チビゲロはにわ ノッポパンはにわ
デカポーンはにわ ノッポゲロはにわ デカティンパはにわ

ナミポーンはにわ デカギロはにわ ナミティンパはにわ

チビポーンはにわ チビギロはにわ チビティンパはにわ
ノッポポーンはにわ デカギュッはにわ ノッポティンパはにわ
デカボヨヨンはにわ ナミギュッはにわ ナミウガイはにわ
ナミボヨヨンはにわ チビギュッはにわ チビウガイはにわ
チビボヨヨンはにわ デカふにゃはにわ ノッポウガイはにわ
ノッポボヨヨンはにわ ナミふにゃはにわ ナミうがいコはにわ
デカブラザーはにわ チビふにゃはにわ チビうがいコはにわ
ナミブラザーはにわ デカフワフワはにわ ノッポうがいコはにわ
チビブラザーはにわ デブフワフワはにわ デカうわーはにわ
ノッポブラザーはにわ ナミフワフワはにわ チビうわーはにわ
デカブーはにわ チビフワフワはにわ デカワープはにわ

ナミブーはにわ ノッポフワフワはにわ ナミワープはにわ

チビブーはにわ ヤセフワフワはにわ チビワープはにわ
デカクリックはにわ デカカクカクはにわ ノッポワープはにわ
ナミクリックはにわ ナミカクカクはにわ ヤセワープはにわ
チビクリックはにわ チビカクカクはにわ デカジャンはにわ
デカでかはにわ ノッポカクカクはにわ ナミジャンはにわ

ナミでかはにわ デカカラカラはにわ チビジャンはにわ

チビでかはにわ ナミカラカラはにわ

チビカラカラはにわ
ノッポカラカラはにわ
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**ミュージックリスト　計75曲(78曲？)
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けけのソナタ ブルーかも けけハウス フキゲン…
ヒミツの曲1 ？ どうぶつのしま (要検証)
ヒミツの曲2 ？ うたたねのゆめ (要検証)
ヒミツの曲3 ？ おさんぽ (要検証)

アーバンけけ フキゲン… けけビリー ゴキゲン！
アイリッシュそんぐフキゲン… けけファンク よくわからない
アルペンそんぐ ゴキゲン！ けけフュージョン まったり
アロハけけ まったり けけブルース よくわからない
エレキそんぐ フキゲン… けけボッサ まったり
おととい ブルーかも けけマーチ ゴキゲン！
オンリーミー ブルーかも けけマリア まったり
かんがえちゅう まったり けけマンボ ゴキゲン！

けけアフロ フキゲン… けけみんよう よくわからない

けけウェスタン ブルーかも けけメタル フキゲン…
けけえんか ブルーかも けけラヴソング まったり
けけおんど よくわからない けけララバイ ブルーかも
けけガムラン よくわからない けけレゲエ まったり
けけカリプソ ゴキゲン！ けけロック フキゲン…
けけカントリー ゴキゲン！ けけワルツ ブルーかも
けけけいじ よくわからない コサックそんぐ フキゲン…
けけゴスペル まったり こわいうた ブルーかも

けけサルサ ゴキゲン！ しょうわけけかようブルーかも
けけサンバ ゴキゲン！ セニョールけけ ゴキゲン！
けけさんびか ブルーかも だいすき まったり
けけジャズ まったり テクノビート よくわからない

けけスウィング まったり ドラムンベース よくわからない

けけスカ ゴキゲン！ トルコそんぐ フキゲン…
けけせんせい まったり ナポリタン ゴキゲン！

けけソウル よくわからない ナミナミ よくわからない

けけソング よくわからない にだんざか ブルーかも

けけだいみょう ブルーかも ニューオリンズそんぐよくわからない

けけタンゴ フキゲン… ハイサイけけ まったり

けけチャイナ フキゲン… ふなうた2001 まったり

けけディキシー ゴキゲン！ ペルーのうた ブルーかも

けけのエチュード ブルーかも ぼくのばしょ まったり
けけのロケンロールフキゲン… もりのせいかつ まったり
けけバラッド ブルーかも ユーロビート フキゲン…
けけパリ ゴキゲン！ ゆけ！けけライダーフキゲン…
けけパレード ゴキゲン！ ラグタイム ゴキゲン！


