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6か1  
 1. あたま head

 2. かお face

 3. くび neck

 4. のど throat

 5. からだ body

 6. かみ(のけ) hair

 7. うで arm

 8. て hand

 9. ゆび finger

 10. おなか stomach

11. あし foot, leg

12. みみ ear

13. はな nose

14. め eye

15. くち mouth

16. は tooth

17. せ(い) height

 18. こころ heart, spirit

 19. こえ voice

 20. たかい is tall

 21. ひくい is short (height), low

6か2
 1. いい, よい [いAdj.] good

(Use よい in conjugations.)

 2. わるい [いAdj.] bad

 3. おおきい [いAdj.] big

 4. ちいさい [いAdj.]  small

 5. ながい [いAdj.] long

 6. みじかい [いAdj.] short [not for height]

6か3
 1. あかい [いAdj.] red

 2. しろい [いAdj.] white

 3. くろい [いAdj.] black

 4. あおい [いAdj.] blue

 5. きいろい [いAdj.] yellow

 6. ちゃいろい [いAdj.] brown

6か4
Adjective and Verb-phrase Conjugation

Affirmative Negative

1. fat ふとって　います ふとって　いません

2. thin やせて　います やせて　いません

3. young わかいです [いAdj.] わかく　ないです or   
わかく　ありません

4.  old  
(age)

としを　とって　い
ます

としを　とって　 
いません

5. strict きびしいです [い
Adj.]

きびしく　ないです 
or

きびしく　ありません
6.  nice, 

kind

やさしいです [い
Adj.]

やさしく　ないです
or

やさしく　ありません
 7. Question 1。（それとも）Question 2。 
  Question 1, or Question 2.

6か5
 1. きれい [なAdj.]  pretty, clean, neat, nice

 2. きたない [いAdj.] dirty, messy

 3. かわいい [いAdj.] cute

 4. しずか [なAdj.] quiet

 5. うるさい [いAdj.] noisy, annoying

 6. じゃま [なAdj.]  a hindrance, a nuisance

 7. いいですね。  It is good, isn’t it? 

 8. いいですよ。  It is good, you know. 

 9. Adjective Conjugation (see page 2)
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6か1
Describing Physical Characteristics

Noun 1 (person)+は Noun 2 (attribute)+が (adjective)です。

わたしは　すこし　せが　ひくいです。
I am a little short.

6か2
い Adjective Conjugation

せが　たかいです。 (I) am tall.

せが たかく　ないです。 (I) am not tall. 
 たかく　ありません。
せが たかかったです。 (I) was tall.

せが　たかく　なかったです。 (I) was not tall. 
 たかく　ありませんでした。
わたしは　せが　たかく　ありませんでした。
I was not tall.

いい “good” conjugates from the よい form: 

いいです。 (It) is good.

よく　ないです。 (It) is not good.

よく　ありません。 (It) was good. 
よかったです。
よく　なかったです。 (It) was not good. 
よく　ありませんでした。
やまださんは　とても　あたまが　いいです。
Mr. Yamada is very smart.

Expressions using body part words

あたまが　いいです。 is smart

あたまが　わるいです。 is unintelligent

かおが　いいです。 is good looking

かおが　わるいです。 is homely

めが　いいです。  has good eyesight

めが　わるいです。 has bad eyesight

みみが　いいです。 has good hearing

みみが　わるいです。 has bad hearing

せが　たかいです。 is tall (height)

せが　ひくいです。 is short (height)

はなが　たかいです。 has a long (tall) nose, prideful

はなが　ひくいです。 has a short (flat) nose

こえが　おおきいです。 has a loud voice

こえが　ちいさいです。 has a soft voice

こころが　いいです。 is good natured

6か3
Colors

All colors have a noun form, but basic colors also have an 
い adjective form. 

ぼくの　ぼうしは　あかです。
My cap is a red color.

ぼくの　ぼうしは　あかいです。
My cap is red.

ぼくの　ぼうしは　あかと　しろです。
My cap is red and white.

6か4
Sentence Connector それとも
Used to link two sentences when the alternatives given are 
verbs, い adjectives or な adjectives.

Question 1。(それとも、) Question 2。 

Question 1?, or Question 2? 

せんせいは　きびしいですか。(それとも、) 
さしいですか。 
Is your teacher strict? Or is he/she nice?

6か5
Sentence Ending Particles

Sentence + か, ね, よ, or ねえ。
Compare: あついですか。 Is it hot?

  あついですね。 It is hot, isn’t it?

  あついですよ。 It is hot, you know.

  あついですねえ。 It is so hot!

Adjective Conjugation Review

い adjectives な adjectives

affirmative おおきいです しずかです
is big is quiet

negative おおきく　
ないです

しずかでは　
ありません

おおきく　
ありません

しずかじゃ　
ありません

is not big is not quiet


