
日本語 ポルトガル語 スペイン語 中国語 韓国・朝鮮語 タガログ語 英語 タイ語

1‐1 おおきい grande grande 大 크다 malaki big ใหญ่
1‐2 ちいさい pequeno pequeño, chico 小 작다 maliit small เลก็
2‐1 あたらしい novo nuevo 新 새롭다 bago new ใหม่
2‐2 ふるい velho viejo 旧 낡다 luma old เก่า
3‐1 たかい caro caro 贵 비싸다 mahal (presyo ng bilihin) expensive แพง
3‐2 やすい barato barato 便宜 싸다 mura cheap ถกู
4‐1 たかい alto alto 高 크다 / 높다 matangkad tall / high สงู
4‐2 ひくい baixo bajo 低 / 矮 작다 / 낮다 pandak short / low เตีย้
5‐1 むずかしい difícil difícil 难 어렵다 mahirap (mahirap sagutin) difficult ยาก
5‐2 やさしい fácil fácil 容易 쉽다 madali (madaling sagutin) easy งา่ย
6‐1 とおい longe lejano 远 멀다 malayo far ไกล
6‐2 ちかい perto cercano 近 가깝다 malapit near / close ใกล้
7‐1 ふとい grosso grande 粗 굵다 mataba thick หนา /  ใหญ่
7‐2 ほそい fino delgado 细 가늘다 mapayat thin บาง /  เลก็
8‐1 あつい calor caluroso 热 덥다 mainit (panahon) hot (อากาศ) รอ้น
8‐2 さむい frio Hacer + frío 冷 춥다 malamig (panahon) cold หนาว
9‐1 あつい quente  caliente 烫 뜨겁다 mainit (pagkain at inumin) hot (น ้า) รอ้น
9‐2 つめたい gelado estar + frío 凉/冰 차다 malamig (pagkain at inumuin) cold เยน็
10‐1 かるい leve ligero 轻 가볍다 magaan light เบา
10‐2 おもい pesado pesado 重 무겁다 mabigat heavy หนกั
11‐1 ながい comprido largo 长 길다 mahaba long ยาว
11‐2 みじかい curto corto 短 짧다 ma-igsi short สัน้
12‐1 あおい azul azul 蓝 파랗다 asul blue (ส)ีน ้าเงนิ
12‐2 あかい vermelho rojo 红 붉다 mapula (pula) red (ส)ีแดง
12‐3 しろい branco blanco 白 희다 maputi (puti) white (ส)ีขาว

形容詞の絵カード50 対訳リスト

※本対訳リストには、イラストの場面において、ふさわしいと思われる訳語のみを掲載しています。
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12‐4 きいろい amarelo amarillo 黄色 노랗다 madilaw (dilaw) yellow (ส)ีเหลอืง
12‐5 くろい preto negro 黑 검다 maitim (itim) black (ส)ีด า
13‐1 ひろい espaçoso amplio, ancho 广阔 넓다 maluwag (lugar) large / wide กวา้ง
13‐2 せまい estreito estrecho, angosto 狭窄 좁다 masikip (lugar) small / narrow แคบ
14‐1 あかるい claro claro 明亮 밝다 maliwanag light สว่าง
14‐2 くらい escuro oscuro 暗 어둡다 madilim dark มดื
15 おいしい gostoso rico,sabroso 好吃 맛있다 masarap delicious อร่อย
16 おもしろい engraçado interesante 有趣 재미있다 nakakatuwa interesting สนุก /  น่าสนใจ
17 たのしい divertido divertido 开心 즐겁다 nakakaaliw fun สนุก
18‐1 いい（よい） bom bueno 好 좋다 mabuti good ดี
18‐2 わるい mau malo 坏 / 不好 나쁘다 masama bad ไมด่ี
19 かわいい bonito bonito, lindo 可爱 귀엽다 cute (maganda) pretty น่ารกั
20 こわい medo horrible, aterrador 害怕 무섭다 nakakatakot scary น่ากลวั
21 いたい dor doler 疼 아프다 masakit painful เจบ็
22‐1 はやい rápido rápido 快 빠르다 mabilis fast เรว็
22‐2 おそい devagar lento 慢 느리다 mabagal slow ชา้
23‐1 おおい bastante mucho 多 많다 marami many / much เยอะแยะ
23‐2 すくない pouco poco 少 적다 kaunti few / ｌittle น้อย
24 ほしい querer querer 想要 갖고 싶다 kailangan (gusto) want อยากได้
25 あぶない perigoso peligroso 危险 위험하다 delikado (mapanganib) dangerous อนัตราย
26‐1 つよい forte fuerte 强 세다 malakas strong แขง็แรง
26‐2 よわい fraco débil 弱 약하다 mahina weak อ่อนแอ
27‐1 あたたかい quentinho templado, agradable 暖和 따뜻하다 medyo mainit (warm) warm อบอุ่น
27‐2 すずしい fresco fresco 凉快 시원하다 presko cool เยน็
28‐1 うれしい contente contento 高兴 기쁘다 masaya happy ดใีจ
28‐2 かなしい triste triste 悲伤 슬프다 malungkot (hinagpis) sad เสยีใจ / น่าเศรา้
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29 きたない sujo sucio 脏 더럽다 marumi dirty สกปรก
30 あまい doce dulce 甜 달다 matamis sweet หวาน
31 からい ardido picante 辣 맵다 maanghang hot / spicy เผด็
32 うるさい barulhento ruidoso 吵 시끄럽다 maingay noisy หนวกหู
33 さびしい solitário / triste solitario 寂寞 외롭다 malungkot lonely เหงา
34 いそがしい ocupado ocupado 忙 바쁘다 abala (sa dami ng trabaho) busy ยุง่
35 すごい fantástico magnífico, fascinante 厉害 대단하다 magaling great เยีย่ม
36 きれい limpo limpio 干净 / 漂亮 깨끗하다 malinis (panlabas na kaanyuan) clean สวย
37 げんき saudável activo, animado 精力充沛 활발하다 malusog (mabuti ang kalagayan) fine แขง็แรง / สบายดี
38 しんせつ gentil amable 热情 친절하다 mabait kind ใจดี
39‐1 しずか silencioso tranquilo 安静 조용하다 tahimik quiet เงยีบ
39‐2 にぎやか animado alegre 热闹 활기차다 masaya (lively) lively จอแจ
40 たいせつ importante importante 重要 중요하다 mahalaga important ส าคญั
41‐1 すき gosta gustar 喜欢 좋아하다 gusto like ชอบ
41‐2 きらい não gosta no gustar 讨厌 / 不喜欢 싫어하다 ayaw dislike ไมช่อบ
42‐1 じょうず hábil (hacer  algo) + bien 擅长 / 好 능숙하다 magaling (mahusay) good at ～ เก่ง
42‐2 へた inábil (hacer algo) + malo 笨拙 / 不好 서투르다 hindi magaling poor at ～ ไมเ่ก่ง
43 かんたん fácil fácil 简单 쉽다 madali easy งา่ย
44 いろいろ vários varios, diferentes 各种各样 여러 가지다 iba-iba various ต่างๆ
45 しんぱい preocupado preocupado 担心 걱정하다 pag-aalala worried about ～ เป็นหว่ง
46 たいへん terrível mucho trabajo 糟糕 / 不得了 힘들다 terible (problema) hard / difficult แย่แลว้
47‐1 べんり prático conveniente 方便 편리하다 maginhawa (convinient) convenient สะดวก
47‐2 ふべん inconveniente inconveniente 不方便 불편하다 mahirap (inconvinient) inconvenient ไมส่ะดวก
48 ひま tempo livre aburrido 闲空 한가하다 libre (walang ginagawa) not busy เวลาว่าง
49 だいじょうぶ tudo bem estar + bien 没问题 / 不要紧 괜찮다 walang problema all right ไมเ่ป็นไร
50 すてき maravilhoso bonito, atractivo 极好的 멋지다 maganda (kaayaaya) wonderful วเิศษ
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