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MACC i-Adjective List (No.1)  -Polite forms- 

                                                           (aff.: affirmative,  neg.: negative) 

Present aff. Meaning Present neg. Past aff. Past neg. 

あおいです blue  あおくないです あおかったです あおくなかったです 

あかいです red あかくないです あかかったです あかくなかったです 

くろいです black くろくないです くろかったです くろくなかったです 

おおきいです large, big おおきくないです おおきかったです おおきくなかったです 

ちいさいです small, little ちいさくないです ちいさかったです ちいさくなかったです 

たかいです expensive たかくないです たかかったです たかくなかったです 

やすいです cheap やすくないです やすかったです やすくなかったです 

あたらしいです new, fresh あたらしくないです あたらしかったです あたらしくなかったです 

ふるいです 
old (not used 

of people) 
ふるくないです ふるかったです ふるくなかったです 

ちかいです near ちかくないです ちかかったです ちかくなかったです 

とおいです far とおくないです とおかったです とおくなかったです 

むずかしいです difficult むずかしくないです むずかしかったです むずかしくなかったです 

やさしいです easy やさしくないです やさしかったです やさしくなかったです 

あまいです sweet あまくないです あまかったです あまくなかったです 

からいです hot, spicy からくないです からかったです からくなかったです 

あついです hot あつくないです あつかったです あつくなかったです 

さむいです cold さむくないです さむかったです さむくなかったです 

いいです good, nice よくないです よかったです よくなかったです 

おもしろいです interesting おもしろくないです おもしろかったです おもしろくなかったです 

いそがしいです busy いそがしくないです いそがしかったです いそがしくなかったです 

おいしいです delicious おいしくないです おいしかったです おいしくなかったです 

たのしいです fun, enjoyable たのしくないです たのしかったです たのしくなかったです 

つまらないです boring, tedious つまらなくないです つまらなかったです つまらなくなかったです 
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Present aff. Meaning Present neg. Past aff. Past neg. 

わるいです bad わるくないです わるかったです わるくなかったです 

いたいです 
be painful, 

hurt 
いたくないです いたかったです いたくなかったです 

あたたかいです warm あたたかくないです あたたかかったです あたたかくなかったです 

あかるいです bright あかるくないです あかるかったです あかるくなかったです 

あぶないです dangerous あぶなくないです あぶなかったです あぶなくなかったです 

すっぱいです sour すっぱくないです すっぱかったです すっぱくなかったです 

せまいです narrow せまくないです せまかったです せまくなかったです 

ただしいです correct ただしくないです ただしかったです ただしくなかったです 

おおいです many, much おおくないです おおかったです おおくなかったです 

おもいです heavy おもくないです おもかったです おもくなかったです 

かるいです light かるくないです かるかったです かるくなかったです 

きたないです dirty きたなくないです きたなかったです きたなくなかったです 

くらいです dark くらくないです くらかったです くらくなかったです 

しおからいです salty しおからくないです しおからかったです しおからくなかったです 

すくないです few すくなくないです すくなかったです すくなくなかったです 

つめたいです cold つめたくないです つめたかったです つめたくなかったです 

はやいです fast, early はやくないです はやかったです はやくなかったです 

おそいです slow, late おそくないです おそかったです おそくなかったです 

ひくいです low ひくくないです ひくかったです ひくくなかったです 

ひろいです wide ひろくないです ひろかったです ひろくなかったです 

ながいです long ながくないです ながかったです ながくなかったです 

みじかいです short みじかくないです みじかかったです みじかくなかったです 

わかいです young わかくないです わかかったです わかくなかったです 

きいろいです yellow きいろくないです きいろかったです きいろくなかったです 

ちゃいろいです brown ちゃいろくないです ちゃいろかったです ちゃいろくなかったです 

 


