
body からだ 

close, near ちかい 

come in (to), go in (to), 

enter (to) 
はいる/はいります 

ear みみ 



eye め 

face かお 

famous ゆうめい 

far, distant とおい 



finger(s) ゆび 

body からだ 

close, near ちかい 

come in (to), go in (to), 

enter (to) 
はいる/はいります 



ear みみ 

eye め 

face かお 

famous ゆうめい 



far, distant とおい 

finger(s) ゆび 

nose はな 

put into (to) いれる/いれます 



quiet しずか 

sad かなしい 

samurai さむらい 

secret ひみつ 



short (length) みじかい 

shoulder かた 

stomach おなか 

strong つよい 



throat のど 

voice こえ 

wait (to) まつ/まちます 

weak よわい 



cool (look/appearance) かっこいい 

fashionable おしゃれ 

cool (look/appearance) かっこいい 

fashionable おしゃれ 



skillful じょうず 

slim, stylish すまーと 

so so, not bad, moderate まあまあ 

stop (to) やめる/やめます 



tasteful, subtle しぶい 

stop (to), quit (to) やせる/やせます 

what/which kind of どんな 

which/what kind of どんな 



all right, ok だいじょうぶ 

by the way ところで 

Call an ambulance! 
きゅうきゅうしゃを よん

で 

catch a cold かぜ(を) ひく/ひきます 



cold (a) かぜ 

doctor いしゃ 

Don’t overexert. むりしないで ください 

impossible, 

unreasonable 
むり 



fever ねつ 

all right, ok だいじょうぶ 

by the way ところで 

Call an ambulance! 
きゅうきゅうしゃを よん

で 



catch a cold かぜ(を) ひく/ひきます 

cold (a) かぜ 

doctor いしゃ 

Don’t overexert. むりしないで ください 



impossible, 

unreasonable 
むり 

fever ねつ 

nurse かんごふ 

painful いたい 



sick, feel bad ぐあいが わるい 

take medicine (to) くすり(を) のむ/のみます 

fight (to), argue けんか(を) する/します 

worry (to) しんぱい(を) する/します 



female (person), woman おんなのひと 

boy おとこのこ 

clothes ふく 

clothes, Western clothes ようふく 



dress (a) どれす 

earring いやりんぐ 

eyeglasses めがね 

female (person), woman おんなのひと 



boy おとこのこ 

clothes ふく 

clothes, Western clothes ようふく 

dress (a) どれす 



earring いやりんぐ 

eyeglasses めがね 

pants, trousers ずぼん 

shirt しゃつ 



shoes くつ 

simple しんぷる 

skirt すかーと 

socks くつした 



sticky rice cake もち 

suit すーつ 

underwear したぎ, ぱんつ 

usual, normal ふつう 



wear (to) above the 

waist or dresses 
きる/きます 

wear (to) below the 

waist 
はく/はきます 

wear (to) glasses or 

sunglasses 
かける/かけます 

wear (to) on the head かぶる/かぶります 



wear (to); do (to) する/します (して) 

woman, female おんな 

wonderful, nice すてき 

culture ぶんか 



experience けいけん 

culture ぶんか 

experience けいけん 

Say hello to . . . に よろしく 



wonderful すばらしい 

	 


