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● I-adjective ● 

Meaning 
Non-Past Past 

Affir.(+です) Neg.(+です) Affir.(+です) Neg.(+です) 

smart/wise あたまがいい あたまがよくない 
あたまがよかっ
た 

あたまがよくなかった 

bright あかるい あかるくない あかるかった あかるくなかった 

new あたらしい あたらしくない あたらしかった あたらしくなかった 

hot あつい あつくない あつかった あつくなかった 

dangerous あぶない あぶなくない あぶなかった あぶなくなかった 

good/fine いい よくない よかった よくなかった 

busy いそがしい いそがしくない いそがしかった いそがしくなかった 

noisy うるさい うるさくない うるさかった うるさくなかった 

delicious/tasty おいしい おいしくない おいしかった おいしくなかった 

big おおきい おおきくない おおきかった おおきくなかった 

heavy おもい おもくない おもかった おもくなかった 

interesting/fun おもしろい おもしろくない おもしろかった おもしろくなかった 

good-looking/cool かっこいい かっこよくない かっこよかった かっこよくなかった 

light/lightweight かるい かるくない かるかった かるくなかった 

pretty/cute かわいい かわいくない かわいかった かわいくなかった 

dirty きたない きたなくない きたなかった きたなくなかった 

feel good きもちいい きもちよくない きもちよかった きもちよくなかった 

dark くらい くらくない くらかった くらくなかった 

scary/feel fear こわい こわくない こわかった こわくなかった 

cold[weather] さむい さむくない さむかった さむくなかった 

great すごい すごくない すごかった すごくなかった 

wonderful すばらしい すばらしくない すばらしかった すばらしくなかった 

tall せがたかい せがたかくない せがたかかった せがたかくなかった 

short(in height) せがひくい せがひくくない せがひくかった せがひくくなかった 

narrow せまい せまくない せまかった せまくなかった 

expensive/high たかい たかくない たかかった たかくなかった 

enjoyable/fun たのしい たのしくない たのしかった たのしくなかった 

small ちいさい ちいさくない ちいさかった ちいさくなかった 

close/near ちかい ちかくない ちかかった ちかくなかった 

boring つまらない つまらなくない つまらなかった つまらなくなかった 

cold[thing] つめたい つめたくない つめたかった つめたくなかった 

strong つよい つよくない つよかった つよくなかった 



far とおい とおくない とおかった とおくなかった 

long ながい ながくない ながかった ながくなかった 

 

● I-adjective ● 

Meaning 
Non-Past Past 

Affir.(+です) Neg.(+です) Affir.(+です) Neg.(+です) 

smart/wise atama ga ii atama ga yokunai atama ga yokatta atama ga yokunakatta 

bright akarui akarukunai akarukatta akarukunakatta 

new atarashii atarashikunai atarashikatta atarashikunakatta 

hot atsui atsukunai atsukatta atsukunakatta 

dangerous abunai abunakunai abunakatta abunakunakatta 

good/fine ii yokunai yokatta yokunakatta 

busy isogashii isogashikunai isogashikatta isogashikunakatta 

noisy urusai urusakunai urusakatta urusakunakatta 

delicious/tasty oishii oishikunai oishikatta oishikunakatta 

big ōkii ōkikunai ōkikatta ōkikunakatta 

heavy omoi omokunai omokatta omokunakatta 

interesting/fun omoshiroi omoshirokunai omoshirokatta omoshirokunakatta 

good-looking/cool kakko ii kakko yokunai kakko yokatta kakkoyokunakatta 

light/lightweight karui karukunai karukatta karukunakatta 

pretty/cute kawaii kawaikunai kawaikatta kawaikunakatta 

dirty kitanai kitanakunai kitanakatta kitanakunakatta 

feel good kimochi ii kimochi yokunai kimochi yokatta kimochi yokunakatta 

dark kurai kurakunai kurakatta kurakunakatta 

scary/feel fear kowai kowakunai kowakatta kowakunakatta 

cold[weather] samui samukunai samukatta samukunakatta 

great sugoi sugokunai sugokatta sugokunakatta 

wonderful subarashii subarashikunai subarashikatta subarashikunai 

tall se ga takai se ga takakunai se ga takakatta se ga takakunakatta 

short(in height) se ga hikui se ga hikukunai se ga hikukatta se ga hikukunakatta 

narrow semai semakunai semakatta semakunakatta 

expensive/high takai takakunai takakatta takakunakatta 

enjoyable/fun tanoshii tanoshikunai tanoshikatta tanoshikunakatta 

small chiisai chiisakunai chiisakatta chiisakunakatta 

close/near chikai chikakunai chikakatta chikakunakatta 

boring tsumaranai tsumaranakunai tsumaranakatta tsumaranakunakatta 

cold[thing] tsumetai tsumetakunai tsumetakatta tsumetakunakatta 

strong tsuyoi tsuyokunai tsuyokatta tsuyokunakatta 

far tōi tōkunai tōkatta tōkunakatta 

long nagai nagakunai nagakatta nagakunakatta 



 


