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１グループ

文006 よみます よみません よむ よまない
よみました よみませんでした よんだ よまなかった

可能動詞 よめます よめません よめる よめない
２グループ よめました よめませんでした よめた よめなかった

文009 かきます かきません かく かかない
かきました かきませんでした かいた かかなかった

可能動詞 かけます かけません かける かけない
２グループ かけました かけませんでした かけた かけなかった

文100 ひきます ひきません ひく ひかない
ひきました ひきませんでした ひいた ひかなかった

可能動詞 ひけます ひけません ひける ひけない
２グループ ひけました ひけませんでした ひけた ひけなかった

文101 うたいます うたいません うたう うたわない
うたいました うたいませんでした うたった うたわなかった

可能動詞 うたえます うたえません うたえる うたえない
２グループ うたえました うたえませんでした うたえた うたえなかった

文142 とびます とびません とぶ とばない
とびました とびませんでした とんだ とばなかった

可能動詞 とべます とべません とべる とべない
２グループ とべました とべませんでした とべた とべなかった

文143 およぎます およぎません およぐ およがない
およぎました およぎませんでした およいだ およがなかった

可能動詞 およげます およげません およげる およげない
２グループ およげました およげませんでした およげた およげなかった

２グループ

文021 おきます おきません おきる おきない
おきました おきませんでした おきた おきなかった

可能動詞 おきられます おきられません おきられる おきられない
２グループ おきられました おきられませんでした おきられた おきられなかった

文023 ねます ねません ねる ねない
ねました ねませんでした ねた ねなかった

可能動詞 ねられます ねられません ねられる ねられない
２グループ ねられました ねられませんでした ねられた ねられなかった
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可能動詞 ≪丁寧体と普通体≫　Potential Verb ≪Polite Form & Plain Form≫

丁寧 ていねい  Polite Form 普通 ふつう  Plain Form



２グループ

文041 おぼえます おぼえません おぼえる おぼえない
おぼえました おぼえませんでした おぼえた おぼえなかった

可能動詞 おぼえられます おぼえられません おぼえられる おぼえられない
２グループ おぼえられました おぼえられませんでした おぼえられた おぼえられなかった

文042 わすれます わすれません わすれる わすれない
わすれました わすれませんでした わすれた わすれなかった

可能動詞 わすれられます わすれられません わすれられる わすれられない
２グループ わすれられました わすれられませんでした わすれられた わすれられなかった

文051 でます でません でる でない
でました でませんでした でた でなかった

可能動詞 でられます でられません でられる でられない
２グループ でられました でられませんでした でられた でられなかった

文130 こたえます こたえません こたえる こたえない
こたえました こたえませんでした こたえた こたえなかった

可能動詞 こたえられます こたえられません こたえられる こたえられない
２グループ こたえられました こたえられませんでした こたえられた こたえられなかった

文127 たべます たべません たべる たべない
たべました たべませんでした たべた たべなかった

可能動詞 たべられます たべられません たべられる たべられない
２グループ たべられました たべられませんでした たべられた たべられなかった

３グループ

文129 します しません する しない
しました しませんでした した しなかった

可能動詞 できます できません できる できない
２グループ できました できませんでした できた できなかった

文053 きます きません くる こない
きました きませんでした きた こなかった

可能動詞 こられます こられません こられる こられない
２グループ こられました こられませんでした こられた こられなかった

文067 つれてきます つれてきません つれてくる つれてこない
つれてきました つれてきませんでした つれてきた つれてこなかった

可能動詞 つれてこられます つれてこられません つれてこられる つれてこられない
２グループ つれてこられました つれてこられませんでした つれてこられた つれてこられなかった

文069 もってきます もってきません もってくる もってこない
もってきました もってきませんでした もってきた もってこなかった

可能動詞 もってこられます もってこられません もってこられる もってこられない
２グループ もってこられました もってこられませんでした もってこられた もってこられなかった
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