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Hiragana Kanji Meaning Hiragana Kanji Meaning
あおい 青い blue まずい まずい distasteful
あかい 赤い red まずしい まずしい poor
あかるい 明るい light, bright まるい まるい round
あたたかい あたたかい warm みじかい みじかい short
あたらしい 新しい new むしあつい むしあつい hot and humid
あつい あつい hot むずかしい むずかしい difficult
あぶない あぶない dangerous めずらしい めずらしい rare, unusual
あまい あまい sweet やさしい やさしい easy, kind
いい いい good やすい 安い cheap
いそがしい いそがしい busy (to do sthg) よわい よわい weak
いたい いたい painful わかい わかい young
うつくしい うつくしい beautiful わるい わるい bad
うるさい うるさい noisy na-adjectives
うれしい うれしい glad, happy あんぜん（な） 安全（な） safe
おいしい おいしい delicious いや（な） いや（な） terrible, dislike(d)
おおい 多い many, numerous いろいろ（な） いろいろ（な） various
おおきい 大きい big, large かねもち（な） 金持ち（な） rich
おかしい おかしい funny, strange かんたん（な） かんたん（な） simple
おそい おそい late, slow きらい（な） きらい（な） dislike
おとなしい おとなしい quiet, well-behaved きれい（な） きれい（な） beautiful, clean
おもい おもい heavy けっこう（な） けっこう（な） good, fine
おもしろい おもしろい interesting げんき（な） げんき（な） vigorous
かなしい かなしい sad, sorrowful さいこう（な） さいこう（な） highest
からい からい hot, peppery さいてい（な） さいてい（な） lowest
かるい かるい light (weight) ざんねん（な） ざんねん（な） regretful
かわいい かわいい pretty, cute しずか（な） しずか（な） quiet, calm
きいろい きいろい yellow しつれい（な） しつれい（な） rude
きたない きたない dirty, untidy じゃま（な） じゃま（な） nuisance
きびしい きびしい strict, tough, harsh じゆう（な） じゆう（な） free
くらい くらい dark じょうず（な） 上手（な） skilful
くろい 黒い black しんせつ（な） 親切（な） kind
こわい こわい scary すき（な） 好き（な） favourite, like
さびしい さびしい sad, lonely すてき（な） すてき（な） fabulous
さむい さむい cold たいせつ（な） 大切（な） important, valuable
しろい 白い white だめ（な） だめ（な） useless
すくない 少ない few, not many ていねい（な） ていねい（な） polite, careful
すごい すごい great てきとう（な） てきとう（な） suitable
すずしい すずしい cool とくい（な） とくい（な） good at
すっぱい すっぱい sour とくべつ（な） とくべつ（な） special
すばらしい すばらしい wonderful にぎやか（な） にぎやか（な） lively, bustling
せまい せまい narrow はんさむ（な） ハンサム（な） handsome
たかい 高い tall, expensive ひま（な） ひま（な） unoccupied, leisure
ただしい ただしい correct びんぼう（な） びんぼう（な） poor
たのしい 楽しい enjoyable へた（な） へた（な） unskilful
ちいさい 小さい small へん（な） へん（な） strange
ちかい 近い near べんり（な） べんり（な） convenient
ちゃいろい ちゃいろい brown まじめ（な） まじめ（な） serious, diligent
つまらない つまらない boring まっすぐ（な） まっすぐ（な） straight ahead
つめたい つめたい cold (to touch) ゆうめい（な） 有名（な） famous
つよい 強い strong ゆたか（な） ゆたか（な） wealthy, plentiful
とおい とおい far らく（な） らく（な） comfortable, easy
ながい 長い long
にがい にがい bitter
ねむい ねむい sleepy
はずかしい はずかしい embarrassed
はやい はやい fast, early
ひくい ひくい low
ひろい 広い wide, spacious
ふるい 古い old
ほしい ほしい want
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