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人につく性格・性質・状態を表す形容詞一覧 
A 
 aktsam    注意深い 
 amper    苦虫を噛みつぶしたような 

anslående    魅力的な 
anspråklös   控えめな 

 anständig    礼儀正しい 
 anstötlig    無礼な 
 apatisk    無感動な、冷淡な 
 argsint    怒りっぽい 
 artig    礼儀正しい 
 asocial    非社交的な  

avhållen    人に好かれた 
 avhållsam   節度のある 
 avig    不器用な 
 avvikande   変わっている 
B 
 barsk    ぶっきらぼうな  
 bedrövad    悲しみに沈んだ 
 bedårad    素晴らしい、輝いている 

begåvad    才能のある 
 beskäftig    小うるさい 

beslutsam   決断力のある 
 besvärig    厄介な 
 besynnerlig   おかしな 
 bitsk    怒りっぽい 
 bortkommen   放心した 
 brysk    つっけんどんな 
 bufflig    鼻柱の強い 

busig    悪戯な 
 bussig    穏やかで親切な	  
 butter    むっつりした 
 
D     

disciplinerad   規律の正しい 
disträ    放心状態の、ぼけっとした 

 dristig    勇敢な 
 dygdig    道徳的な 
 dyster    陰気な 
 dumdristig   向こう見ずな 
E 
 eftergiven    従順な 

egenartad    ユニークな、独特な 
egendomlig   一風変わった 

 egenmäktig   独断的な 
 egensinnig   わがままな 
 egocentrisk   自己中心の 
 elak    意地が悪い 
 elegant    上品な 
 enslig    孤独な 
 enstörlig    交際嫌いな 
 envis    頑固な 
 erfaren    経験がある 
 ettrig    怒りっぽい 
F 
 feg    弱虫な 
 fingerfärdig   器用な 
 fjäskig    人に媚びる 
 fladdrig    落ち着きがない 
 flamsig    大声で話しまくる 
 flat    言いなりになる、従順な 
 flaxig    うわついた 
 flink    すばしっこい 
 flitig    勤勉な 
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 flummig    だらしがない 
 fnostig    馬鹿な、tokig 
 foglig    親切な、気の利く、素直な 
 framfusig    出しゃばりの、鼻柱の強い 
 from    信心深い、寛大な 
 fryntlig    愛想のよい 
 frågvis    好奇心の強い 

fräck    あつかましい  
 fumlig    気の利かない 
 fåfäng    見栄っ張りの 
 fånig    馬鹿な 
 fåordig    口数の少ない 
 fördragsam   辛抱強い 
 förflugen    （発言など）思慮のない 
 förhärdad    無神経な 
 förnuftig    分別のある	  
 försigkommen   ませた 
 försiktig    注意深い 
 försynt    遠慮深い 
 förväntansfull   期待に燃えている 
G 
 gammaldags   古くさい 
 gemytlig    気質のいい、感じのいい 
 generös    気前のいい 
 girig    ケチな 
 givmild    気前のいい 
 glad    陽気な 
 glupsk    貪欲な 
 glåmig    血色の悪い、青ざめた 
 gnidig    けちな 

glömsk    忘れっぽい 
 godhjärtad   やさしい 
 godmodig    気立てのよい 
 godtycklig   身勝手な 
H 
 hafsig    だらしがない 
 hederlig    礼儀正しい 
 hetlevrad    血の気が多い 
 hurtig    活発な 
 hyfsad    礼儀正しい 

håglös    やる気のない 
hållningslös   落ち着きがない 
hårig    毛深い 

 hänsynsful   思いやりのある 
 hänsynslös   思いやりのない 
 högdragen   高慢な 
 högfärdig    うぬぼれの強い 
 höjdrädd    高所恐怖症の 
 hörsam    従順な、聞き分けのいい 
 hövlig    礼儀正しい 
I 
 Idog    働き者の 
 ihärdig    辛抱強い 

illmarig    ずるい 
 inbilsk    うぬぼれた 
 infantil    幼稚な 
 inställsam   ごきげんとりの 
 ivrig    熱心な 
K 
 karsk    勇気のある 
 kass    何の価値もない 
 kavat    つっけんどんな 
 kaxig    偉ぶった 
 kinkig    やっかいな、細かい 
 klantig    馬鹿な 
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 klipsk    利口な、抜け目の無い    
 klumpig    不器用な 
 klurig    ずるい 
 klåfingrig    おせっかいな 
 knarrig    気難しい 
 knasig    馬鹿な 
 knepig    ずるい 
 knubbig    むくむく肥えた 
 knusslig    けちな 
 knäpp    馬鹿な 
 knölaktig    鼻柱の強い 
 kompetent   能力のある、出来る 
 konsekvent   主義主張の一貫した 
 kräsen    きむずかしい 
 kyrkrig    宗教に関心のある 
 kysk    道徳的な 
 käck    威勢のよい、颯爽とした 
 känslig    感受性の強い 
 känslolös    鈍感な 
 känslosam   感傷的な 
L 
 larvig    くだらないおしゃべりをする 
 ledsen    悲しい 
 listig    ずるい 
 lugn    落ち着いた 
 lummen    少し酔っ払った 
 lumpen    みすぼらしい 
 lurvig    粗野な 
 lydig    素直な 
 lynnig    気まぐれな 
 lyhörd    知覚の鋭い 
 lysten    貪欲な、好色な 
 lättfärdig    浅薄な 
 lättjeful    怠惰な 
 lättlurad    だまされ易い 
 lättsinnig    軽薄な、安易な、向こう見ずな 
 lättvindig    軽率な 
 lätttillgänglig   とっつきやすい 
 lömsk    ずるい 
 lösaktig    ルーズな 
M 
 magstark    あつかましい 

marig    いじけた 
 mallig    偉そうにして（いる） 
 medgörlig    人の意見をよく聞く 
 mesig    臆病な 

modest 
 modig    勇敢な 
 modlös    元気のない 
 morsk    生意気な、つっけんどんな 
 mossig    苔の生えた、古い 
 motspänstig   強情な 
 motsträvig   強情な 
 munter    陽気な   
 munvig    おしゃべりな 
 mållös    言葉を失う 
 målmedveten   目的を持っている 
 mångsidig   多才な 
N 
 naiv    世間知らずの 

nedstämd    気落ちした 
 nere    気分が落ち込んだ 
 nitisk    （仕事に）意欲的な 
 noggrann    正確で厳しい 
 nosig    あつかましい 
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 nyckfull    気まぐれな 
 nyfiken    好奇心の強い 
 njutningslysten   快楽主義的な 
 närgången   でしゃばりの 
 näpen    可愛い、利口な 
 nödbedd    自分の意見を曲げない 
O 
 oaktsam    注意力のない 
 oanständig   下品な 
 oartig    礼に欠いた 
 odräglig    いやで耐えられない 
 oförskämd   あつかましい 
 ombytlig    移り気な 
 omdömesgill   判断力のある 
 oförnuftig    分別のない 
 oförsiktig    軽率な 
 oförsonlig    妥協しがたい 
 ohyfsad    行儀の悪い 
 ohövlig    無作法な 
 oklanderlig   非の打ち所のない 
 okuvlig    不屈な 
 okynnig    いたずらな 
 olydig    いうことをきかない 
 omständlig   まわりくどい 
 omtumlad   ショックで呆然として（いる） 
 orubblig    (意志の)強固な 
 otålig    忍耐力の足りない 
 ouppmärksam   気がきかない 
 ordentlig    大胆な 
 ordningssam   秩序正しい 
 osedlig    ふしだらな 
 otidig    あつかましい 
 osympatisk   好感が持てない 
 otymplig    不器用な 
 ouppfostrad   育ちが悪い、行儀が悪い 
Ｐ 
 parant    上品な 
 pedantisk  	 	 	 	   小さいことに細かい 
 petig    こまかい 
 pinsam    厄介な 
 plikttrogen   義務に忠実な 
 pratglad    楽しそうに話す 

pratsam    おしゃべりな 
 pretentiös    見栄をはって（いる） 
 pryd    上品ぶった 
 prydlig    きちんとした格好をした 
 prålig    見栄っ張りな 
 puckad    間抜けな 
 påflugen    でしゃばりの 
 påhittig    よくきづく、利口な 
 pålitlig    信頼出来る 
 påträngande   出しゃばりな 
 
R  
 rar    気立ての良い 

rasande    憤怒した 
 redbar, redlig   信頼出来る 
 redig    頭のさえた 

reko    信用出来る 
reslig    背が高く堂々とした 

 rolig    面白い 
 rumsren    やましいところのない 
 ruskig    陰うつな、みすぼらしい 
 rättfram    率直な 
Ｓ 



 5 

 sammanbiten   確固とした, 頑固な 
sansad    思慮分別のある 

 sanslös    分別のない 
 sinnessjuk   精神的に病んでいる 
 sjaskig    みすぼらしい、きたならしい 
 sjåpig    意気地の無い 
 självbelåten   一人よがりの 
 skarpsynt    洞察力がするどい 
 skrockfull    迷信深い 
 skrytsam    自慢好きな、見栄っ張りな 
 skrupelfri    遠慮のない、向こう見ずな 
 skygg    シャイな 
 slampig    だらしがない 
 slapp    だらしがない 
 slug    抜け目の無い、ずるい 
 sluskig    みすぼらしい 
 slösaktig    浪費癖のある 
 småaktig    こまかい 
 sniken    貪欲な 
 snopen    (計算違いに)驚いてがっかりする 
 snorkig    気取った 
 snuskig    汚れて見苦しい 
 snål    ケチな 
 snäll    優しい 
 snäsig    つっけんどんな、がみがみいう 
 social    社交性がある 
 sorgsen    悲しい 
 spänstig    (身体が)強靭な 
 spetsfundig   屁理屈をいう  
 stojig    やかましい 
 spontan    自然な 
 spänd    緊張した 
 stabbig    ずんぐりした 
 storartad    すばらしい 
 storsint    寛大な 
 stridbar    好戦的な 
 stroppig    偉大な、長持ちのする 
 stygg    意地の悪い、行儀の悪い 
 styv    頑固な、duktig 
 stöddig    高慢な 
 svårmodig   気難しい、メランコリックな 
 sympatisk   好感の持てる 
 synsk    未来が予言出来る 
 sårbar    デリケートな 
 särpläglad   独特な 
Ｔ 
 tafatt    不器用な 
 taktlös    気転のきかない 
 tanig    痩せた 
 tapper    勇敢な 
 tarvlig    下品な 
 taskig  
 temperamentful   血の気が多い 
 tillbakadragen   控えめな 
 tilldragande   人の目を引く 
 tilltalande   魅力的な 
 tjafsig    おしゃべりな 
 tjurig    不機嫌な 
 tokig    馬鹿な 
 torftig    貧相な 
 trilsk    頑固気ままな 
 trotsig    反抗的な 
 trumpen    むっつりした 
 tråkig    退屈な 
 trångsynt    了見の狭い 
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 trög    頭の回転ののろい 
 tungsint    憂鬱な 
 tystlåten    寡黙な 
 tålmodig    我慢強い 
 tölpig, tölpaktig   粗野な、田舎者くさい 
 töntig    田舎者くさい  
U 
 underfundig     下心のある  
 undergiven   控えめな 
 underlig    おかしな 
 uppmärksam   よく気がつく	   
 uppnosig    出しゃばった 
 uppriven    気が転倒した 
 upprymd    はしゃいで（いる）、興奮している 
 uthållig    辛抱強い 
 utsvulten    非常にお腹を空かせた 
 uttråkad    退屈している 
 utåtriktad   外に目を向けた 
V 
 vaksam    用心深い 

vankelmodig   優柔不断な 
 varsam    注意深い 
 vedervärdig   いやな 
 velig    優柔不断な 
 vidlyftig    大げさな 
 vidrig    いやらしい 
 vig    すばしっこい 

vild    荒っぽい 
 villrådig    決断力のにぶい 
 vimsig    そわそわした 
 virrig    困惑した 
 vis    賢明な 
 vresig    怒っている 
 väck    Han är väck. = Han är ute. 
 välbetänkt   思慮分別のある 
 välbärgad    裕福な 
 vältalig    話がうまい 
 vänfast    友達にしたわれる 
 vänsterhänt   左利きの 
Y 
 ynklig    弱い、みすぼらしい 
 ynkrygg    臆病な 
 yrvaken    目が覚めたばかりの 
 yvig     大げさな 
Å 
  
 ångerful    後悔している 
 återhållsam   控えめの、中庸をえた 
Ä 
 ängslig    心配な 
 ärlig    正直な 
Ö 
 ödmjuk    謙譲な 
 ömsint    気の優しい 
 öppen    オープンな 
 öppenhjältlig   包み隠しのない 
 överflödig    浪費的な 


