
気持ち・性格を表すことば

　　　気持ち（きもち）を　表すことば

日本語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 英語 フィリピノ語

嬉しい　　  （うれしい） 高兴 기쁜 contente contento happy masaya

楽しい　　  （たのしい） 开心/愉快 즐거운 divertido divertido happy/pleasant ang saya

面白い　  　（おもしろい） 有意思/快活 재미있는 engraçado
interessante interesante,
gracioso interesting,
funny nakakatuwa

悲しい　  　（かなしい） 悲哀/伤心 슬픈 triste triste sad malungkot

寂しい　　  （さみしい） 寂寞/孤单 쓸쓸한 triste/solitário/ desolado triste, solitario,
estar con pena sad, lonely malunakot

虚しい　　  （むなしい） 空虚  허무한 sentir-se inútil sentirse inútil,
vacío feel empty nakakalugmok

恥ずかしい  （はずかしい） 难为情/不好意思 부끄러운 envergonhado vergüenza embarrassed nakakahiya

悔しい　　  （くやしい） 懊悔 분한 decepcionante decepcionante,
frustración dissapointed,frustrated nabigo 

怖い　　  　（こわい） 可怕 무서운 sentir medo miedo scared takot

辛い　　  　（つらい） 难过 힘든 doloroso penoso, doloroso hard, painful napakasakit

つまらない 没意思/无聊 시시한 sem graça aburrido boring nakakabagot

幸せ　　　  （しあわせ） 幸福 행복한 feliz felíz happy maligaya

不安　　　  （ふあん） 不安 불안 preocupado/ inseguro preocupación,
inseguridad uneasy, nervous balisa/hindi mapakali

素敵　　  　（すてき） 漂亮/帅 근본적 lindo/admirável lindo, admirable nice maganda

面倒　　　  （めんどう） 麻烦 귀찮은 trabalhoso trabajoso troublesome nakakatamad

心配　　　  （しんぱい） 担心 걱정 ficar preocupado preocupación worry nug-alala

好き　　　  （すき） 喜欢  좋아하는 gostar gustar like gusto

嫌い　　　  （きらい） 讨厌 싫어하는 não gostar no gustar, odiar don't like, hate hindi gusto

愛している  （あいしている） 爱 사랑하는 amar amar, querer love pagmamahal

感動する　  （かんどうする） 感动 감동하는 ficar emocionado emocionarse,
conmoverse be moved,
touched nakaka touch

安心する　  （あんしんする） 安心 안심하는 ficar despreocupado tranquilizarse be relieved panatag

うんざりする 腻烦 지긋지긋하는 injuriado estar harto sick of sawa na/nagsawa

びっくりする 吃惊/吓一跳 깜짝놀라는 ficar assustado asustarse,
sorprenderse surprised nagulat

緊張する　  （きんちょうする） 紧张  긴장하는 ficar nervoso estar nervioso nervous kinakabahan

困る　　　  （こまる） 为难 곤란하는 não saber o que fazer no saber que
hacer, estar en
problemas don't know what　to do, be in　trouble hindi alam ang gagawin

むかつく 生气 화가치민 ficar bravo estar molesto annoyed naiinis

イライラする 着急/焦躁 초조하는 ficar irritado estar irritado,
estar fastidiado be irritated naiirita



　　　　性格（せいかく）を　表すことば

日本語 中国語 韓国語 ポルトガル語 スペイン語 英語 フィリピノ語

優しい　　（やさしい） 和善 상냥한 bonzinho/ acessível bueno,
bondadoso good, kind mabait

明るい　　（あかるい） 开朗 명랑한 alegre alegre cheerful masayahin

楽しい　　（たのしい） 欢快 즐거운 divertido divertido happy, funny nakakatuwa

面白い　　（おもしろい） 有趣 재미있는 interessante/ agradável interesante,
gracioso interesting,
funny nakakatawa

大人しい　（おとなしい） 老实 얌전한 tranquilo/ discreto tranquilo,
tímido quiet, shy tahimik

暗い　　　（くらい） 阴沉 어두운 triste/infeliz triste, desanimado gloomy matamlay

親切　　　（しんせつ） 热情 친절한 gentil gentil kind mapagbigay

元気　　　（げんき） 活力 건강한 animado animado active masiglahin

真面目　　（まじめ） 认真 착실한  sério serio serious seryoso

誠実　　　（せいじつ） 诚实 성실한 honesto honesto honest makatotoo

活発　　　（かっぱつ） 活泼 활발한 ágil/enérgico enérgico energetic/lively masiglahin

不真面目　（ふまじめ） 不认真 불성실한 não sério no serio dishonest sinungaling

意地悪　　（いじわる） 心眼儿坏 심술궂은 maldoso malo bad, meany masamang tao/mapang-api

強情　　　（ごうじょう） 顽固/固执 고집이센 teimoso terco stubborn matigas ang ulo

勇敢　　　（ゆうかん） 勇敢 용감한 corajoso valiente brave matapang

楽天的　　（らくてんてき） 乐观 라쿠텐적인 otimista optimista optimistic positibong magisip

行動的　　（こうどうてき） 活跃 행동적인 ativo activo active aktibo


