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い-przymiotnik hiragana polskie 

tłumaczenie 

forma przecząca forma przeszła forma przeszła przecząca 

大きい おおきい duży 大きくない 大きかった 大きくなかった 

小さい ちいさい mały 小さくない 小さかった 小さくなかった 

悪い わるい zły 悪くない 悪かった 悪くなかった 

いい いい dobry よくない 良かった 良くなっかった 

高い たかい drogi 高くない 高かった 高くなかった 

安い やすい tani 安くない 安かった 安くなかった 

長い ながい długi 長くない 長かった 長くなかった 

短い みじかい krótki 短くない 短かった 短くなかった 

早い はやい szybki 早くない 早かった 早くなかった 

遅い おそい wolny 遅くない 遅かった 遅くなかった 

新しい あたらしい nowy 新しくない 新しかった 新しくなかった 

古い ふるい stary 古くない 古かった 古くなかった 

暖かい あたたかい ciepły 暖かくない 暖かかった 暖かくなかった 

冷たい つめたい zimny 冷たくない 冷たかった 冷たくなかった 

涼しい すずしい zimny 涼しくない 涼しかった 涼しくなかった 

貧しい まずしい niesmaczny 貧しくない 貧しかった 貧しくなかった 

美味しい おいしい smaczny 美味しくない 美味しかった 美味しくなかった 

面白い おもしろい ciekawy 面白くない 面白かった 面白くなかった 

詰らない つまらない nudny 詰まらなくない 詰まらなかった 詰まらなくなかった 

珍しい めずらしい rzadki 珍しくない 珍しかった 珍しくなかった 

甘い あまい słodki 甘くない 甘かった 甘くなかった 

かわいい かわいい uroczy かわいくない かわいかった かわいくなかった 

強い つよい silny 強くない 強かった 強くなかった 

弱い よわい słaby 弱くない 弱かった 弱くなかった 

深い ふかい głęboki 深くない 深かった 深くなかった 

厳しい きびしい surowy 厳しくない 厳しかった 厳しくなかった 

寂しい さびしい samotny 寂しくない 寂しかった 寂しくなかった 

硬い かたい twardy 硬くない 硬かった 硬くなかった 

軟らかい やわらかい miękki 軟らかくない 軟らかかった 軟らかくなかった 

眠い ねむい senny 眠くない 眠かった 眠くなかった 

悲しい かなしい smutny 悲しくない 悲しかった 悲しくなかった 

丸い まるい okrągły 丸くない 丸かった 丸くなかった 

美しい うつくしい cudowny 美しくない 美しかった 美しくなかった 
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汚い きたない brudny 汚くない 汚かった 汚くなかった 

重い おもい ciężki 重くない 重かった 重くなかった 

軽い かるい lekki 軽くない 軽かった 軽くなかった 

難しい むずかしい trudny 難しくない 難しかった 難しくなかった 

な przymiotnik hiragana polskie 

tłumaczenie 

forma przecząca forma przeszła forma przeszła przecząca 

簡単な かんたんな łatwy 簡単ではない 簡単でした 簡単ではなかった 

大丈夫な だいじょうぶな porządny 大丈夫ではない 大丈夫でした 大丈夫ではなかった 

変な へんな dziwny 変ではない 変でした 変ではなかった 

下手な へたな zły w czymś 下手ではない 下手でした 下手ではなかった 

上手な じょうずな dobry w czymś 上手ではない 上手でした 上手ではなかった 

色々な いろいろな różny 色々ではない 色々でした 色々ではなかった 

静かな しずかな spokojny 静かではない 静かでした 静かではなかった 

自由な じゆな swobodny 自由ではない 自由でした 自由ではなかった 

嫌いな きらいな nielubiany 嫌いではない 嫌いでした 嫌いではなかった 

好きな すきな lubiany 好きではない 好きでした 好きではなかった 

きれいな きれいな ładny きれいではない きれいでした きれいではなかった 

暇な ひまな wolny 暇ではない 暇でした 暇ではなかった 

元気な げんきな zdrowy 元気ではない 元気でした 元気ではなかった 

不便な ふべんな nieużyteczny 不便ではない 不便でした 不便ではなかった 

便利な べんりな użyteczny 便利ではない 便利でした 便利ではなかった 

危険な きけんな niebezpieczny 危険ではない 危険でした 危険ではなかった 

幸せな 幸せな szczęśliwy 幸せではない 幸せでした 幸せではなかった 

健康な けんこうな zdrowy 健康ではない 健康でした 健康ではなかった 

複雑な ふくざつな skomplikowany 複雑ではない 複雑でした 複雑ではなかった 

残念な ざんねんな szkoda 残念ではない 残念でした 残念ではなかった 

大切な たいせつ ważny 大切ではない 大切でした 大切ではなかった 

必要な ひつような potrzebny 必要ではない 必要でした 必要ではなかった 

心配な しんぱいな zmartwiony 心配ではない 心配でした 心配ではなかった 

熱心な ねっしんな entuzjastyczny 熱心ではない 熱心でした 熱心ではなかった 

 


