
かんじょう Kanjo 感情 Feelings ความรูส้กึ

ひらがな Roma-ji 漢字・カタカナ English ไทย　タイ語

1 あいじょうにあふれた aijo ni michita 愛情に満ちた affectionate ทีรั่กใคร่

2 あっとうされている atto sareru 圧倒されている overwhelmed ลน้หลาม

3 あやしい ayashi 怪しい suspicious พริธุ

4 いごこちのわるい igokochi no warui 居心地の悪い uncomfortable อดึอัด

5 いらいらしている iraira shiteiru イライラしている upset อารมณ์เสยี

6 うらやましい urayamashi 羨ましい jealous อจิฉา

7 うれしい ureshi 嬉しい joyful สนุกสนาน

8 えねるぎっしゅな enerugisshuna エネルギッシュな energetic กระปรีก้ระเปรา่

9 おこっている okotte iru 怒っている angry โกรธ

10 おだやかな odayakana 穏やかな calm เงยีบสงบ

11 おちこんでいる ochikonde iru 落ち込んでいる depressed หดหู่

12 おどろいた odoroita 驚いた surprised ประหลาดใจ

13 おもいやりのある omoiyari no aru 思いやりのある sympathetic สงสาร

1 がっかりしている gakkari shiteiru ガッカリしている disappointed ผดิหวงั

2 かなしい kanashi 悲しい sad เสยีใจ

3 かんしゃしている kansha shiteiru 感謝している grateful ขอบคณุ

4 かくしんがない kakushin ga nai 確信がない uncertain ไมแ่น่ใจ

5 かんどうしている kando shiteiru 感動している touched สัมผัส

6
がまんできない gaman dekinai 我慢できない impatient ใจรอ้น

7 きずついた kizu tsuita 傷ついた hurt เจ็บ
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8 きぼうにあふれた kibo ni afureta 希望に溢れた hopeful มคีวามหวงั

9 きぼうがない kibo ga nai 希望がない hopeless สิน้หวงั

10 きょうみがある kyomi ga aru 興味がある interested สนใจ

11 きんちょうしている kincho shite iru 緊張している nervous หงดุหงดิ

12 こうかいしている kokai shite iru 後悔している regretful น่าเศรา้

13 こうきしんのある kokishin no aru 好奇心のある curious อยากรูอ้ยากเห็น

1 こわい kowai 怖い scared กลัว

2 こんらんしている konran shite iru 混乱している confused สับสน

3 さびしい sabishi 寂しい lonely เหงา

4 しあわせな shiawase na 幸せな happy มคีวามสขุ

5 じしんがある jishin ga aru 自信がある confident มัน่ใจ

6 じしんがない jishin ga nai 自信がない insecure ไมป่ลอดภัย

7 じょうねつてきな jonetsu teki na 情熱的な passionate หลงใหล

8 しょっくをうけた shokku o uketa ショックをうけた shocked ตกใจ

9
しんらいできる shinrai dekiru 信頼できる trusted ทีไ่วว้างใจ

10 しんぱいしている shimpai shite iru 心配している worried กังวล

11 すとれすがある sutoresu ga aru ストレスがある stressed เครยีด

12 ぜつぼうしている zetsubo shite iru 絶望している desperate หมดหวงั

13 つかれた tsukareta 疲れた tired เหนือ่ย

1 つまらない tsumaranai つまらない bored เบือ่

2 はらがたつ hara ga tatsu 腹がたつ annoyed ร าคาญ

3 はずかしい hazukashi 恥ずかしい ashamed ละอายใจ
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4
はげまされた hagemasareta 励まされた encouraged การสนับสนุน

5 ぱにっくになる panikku ni naru パニックになる panicked แตกตืน่

6 ひきさかれた hikisakareta 引き裂かれた torn ฉีกขาด

7 ほっとしている hotto shite iru ホッとしている relieved โลง่ใจ

8 まんぞくしている manzoku shite iru 満足している satisfied ความพงึพอใจ

9 むちゅうになる muchu ni naru 夢中になる enthusiastic กระตอืรอืรน้

10 もうしわけない moushiwake nai 申し訳ない guilty รูส้กึผดิ

11 むかんしんな mukanshin na 無関心な uninterested ไมม่สีว่นไดส้ว่นเสยี

12 むりょくな muryoku na 無力な powerless ไมม่อี านาจ

13 やるきのある yaruki no aru やる気のある motivated แรงบนัดาลใจ

Joker りらっくすしている rirakkusu shiteiru リラックスしている relaxed ผอ่นคลาย

joker わくわくしている wakuwaku shiteiru ワクワクしている excited ตืน่เตน้
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にーず Ni Zu ニーズ Needs ตอ้งการ ปราถนา

ひらがな Roma-ji 漢字・カタカナ English ไทย　タイ語

1 あい ai 愛 love รัก

2 あそび asobi 遊び play เลน่

3 あたたかさ atatakasa 温かさ warmth ความอบอุน่

4 あんしん anshin 安心 safety ความปลอดภัย

5 あんぜんのほしょう anzen no hosho 安全の保障 security ความปลอดภัย

6 あんてい antei 安定 stability ความมัน่คง

7 うけいれられる ukeire rareru 受け入れられる acceptance การยอมรับ

8 うんどう undo 運動 exercise การออกก าลังกาย

9 おもいやり omoiyari おもいやり consideration การพจิารณา

10 かんしゃ kansha 感謝 appreciation ชืน่ชม

11 きいてもらう kite morau 聞いてもらう to hear/be heard ทีจ่ะไดย้นิ / ไดย้นิ

12 きぼう kibo 希望 hope ความหวงั

13 きょうりょく kyoryoku 協力 cooperation ความรว่มมอื

1 きょうかん kyokan 共感 empathy การเอาใจใส่

2 きらくさ kirakusa 気楽さ ease ความสะดวก

3 くうかん・すぺーす kukan/supesu 空間・スペース space ชอ่งวา่ง

4 けんこう kenko 健康 well being ความเป็นอยูท่ีด่ ี

5 こうけん koken 貢献 contribution การสนับสนุน

6 こころのへいあん kokoro no heian 心の平安 peace of mind ความสงบจติสงบใจ

7 こみゅにけーしょん komyunikeshon コミュニケーション communication การสือ่สาร

8 ささえ・さぽーと sasae/sapoto 支え・サポート support สนับสนุน

9 さんか sanka 参加 participation การมสีว่นรว่ม

10 しげき shigeki 刺激 stimulation การกระตุน้

11
じこひょうげん jiko hyogen 自己表現 self expression

การแสดงออกของ

ตนเอง

12 じはつせい jihatsu sei 自発性 spontaneity ความเป็นธรรมชาติ

13 じゆう jiyu 自由 freedom เสรภีาพ
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1 しょうじきさ shojiki sa 正直さ honesty ความสจุรติ

2 じりつ jiritsu 自立 independence ความเป็นอสิระ

3 しんみつさ shinmitsu sa 親密さ closeness ความสนทิสนม

4 しんらい shinrai 信頼 trust วางใจ

5 せいちょう seicho 成長 growth การเจรญิเตบิโต

6 ぜんしん zenshin 前進 progress ความคบืหนา้

7 せんたく sentaku 選択 choice ทางเลอืก

8 そうぞうせい sozo sei 創造性 creativity ความคดิสรา้งสรรค์

9 そこにいること soko ni iru koto そこにいること presented น าเสนอ

10 そんけい sonkei 尊敬 respect เคารพ

11 だいじにする・される daiji ni suru/sareru 大事にする・される to matter เป็นเรือ่งส าคัญ

12 たのしみ tanoshimi 楽しみ joy ความปิตยินิดี

13 たようせい tayo sei 多様性 diversity ความหลากหลาย

1 たんきゅう tankyu 探求 discovery การคน้พบ

2 ちょうせん chosen 挑戦 challenge ทา้ทาย

3 ちょうわ chowa 調和  harmony  ความสามัคคี

4 つながり tsunagari つながり connection สัมพันธ์

5 なかまにいれてもらう nakama ni irete morau 仲間に入れてもらう inclusion รวม

6 なげき nageki 嘆き mourning การไวท้กุข์

7 びょうどう byodo 平等 equality ความเทา่เทยีมกัน

8 まなび manabi 学び learning การเรยีนรู ้

9 まもる・まもられる mamoru/mamorareru 守る・守られる protection การป้องกัน

10 みとめてもらう mitomete morau 認めてもらう to acknowledge เพือ่รับทราบ

11 むじゅんがない mujun ga nai 矛盾がない consistency ความไมเ่ปลีย่นแปลง

12 もくてき mokuteki 目的 purpose วตัถปุระสงค์

13 やすみ yasumi 休み rest สว่นทีเ่หลอื

joker ゆーもあ yumoa ユーモア humor อารมณ์ขัน

joker りかい rikai 理解 to understand/ be understood เขา้ใจ / เขา้ใจ
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