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NPO 日本語塾≪ゆうごう≫ 

動詞のフォーム 

いか・ない

いき・ます

いく・とき

いけ・ば 

いこ・う 

* 行かなければなりません 

* 行きたいです 

さて、どのフォーム？

いって

いった

「トップページ」　「Top Page」



 びょうき 病気
 あめ 雨 びょうき ない です
 はれ 晴れ びょうき です びょうき だ びょうき じゃ ない
 くもり 曇り びょうき
 はる 春
 なつ 夏
 げつようび 月曜日 びょうき なかった です
 やすみ 休み びょうき でした びょうき だった びょうき じゃ なかった
 こども 子供 びょうき
 がくせい 学生

 げんき 元気
 きれい きれい げんき ない です
 ひま 暇 げんき です げんき だ げんき じゃ ない
 すき 好き げんき
 きらい きらい
 じょうず 上手
 へた 下手 げんき なかった です
 ゆうめい 有名 げんき でした げんき だった げんき じゃ なかった
 しんせつ 親切 げんき
 だいじょうぶ 大丈夫

 さむい 寒い
 あたたかい 暖かい さむ く ない です
 あつい 暑い さむ い です さむ い さむ く ない
 すずしい 涼しい さむ く ありません
 おもしろい おもしろい
 おいしい おいしい
 たかい 高い さむ く なかった です
 やすい 安い さむ かったです さむ かった さむ く なかった
 むずかしい むずかしい さむ く
 いそがしい 忙しい
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非
過
去

こうてい肯定 ひてい　否定

******　ふつう　普通　******

では

では

では

では

くは

くは

では

ありません　でした
では

くは

くは

くは

過
去

非
過
去

過
去

過
去

≪述部≫　名詞文・形容詞文

では
じゃ

め
い
し
　
名
詞

じゃ

ひ
か
こ

では

では

********　ていねい　丁寧　********

非
過
去

ありません　でした
くは

こうてい　肯定 ひてい　否定

じゃ

ありません

では
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 びょうき byooki
 あめ ame Non- byooki nai desu
 はれ hare past byooki desu byooki da byooki nai
 くもり kumori byooki
 はる haru
 なつ natsu

 ｍodifier ex.  げつようび getsuyoobi byooki nakatta desu
byooki-no hito  やすみ yasumi Past byooki deshita byooki datta byooki nakatta

 こども kodomo byooki
 がくせい gakusee

 げんき genki
 きれい kiree Non- genki nai desu

Adjective  ひま hima past genki desu genki da genki nai
Group 2  すき suki genki

【na】-Adjective  きらい kirai
 じょうず joozu

modifier ex.  へた heta genki nakatta desu
genki-na hito  ゆうめい yuumee Past genki deshita genki datta genki nakatta

 しんせつ shinsetsu genki
 だいじょうぶ daijoobu

 さむい samui
 あたたかい atatakai Non- samu ku nai desu

Adjective  あつい atsui past samu i desu samu i samu ku nai
Group 1  すずしい suzushii samu ku arimasen

【i】-Adjective  おもしろい omoshiroi
 おいしい oishii

modifier ex.  たかい takai samu ku nakatta desu
isogashii hito  やすい yasui Past samu katta desu samu katta samu ku nakatta

 むずかしい muzukashii samu ku
 いそがしい isogashii

ja arimasen  deshita
dewa

ja

ja

dewa

ja

ja

Affirmative Negative

******　Plain Form　******

dewa

dewa

dewa

dewa

ja

dewa

kuwa

kuwa

kuwa

≪Predicate≫　Noun Sentence・Adjective Sentense

dewa
ja

ja

dewa

**********　Polite Form　**********

Noun
arimasen

kuwa

Affirmative Negative

ja

arimasen

dewa

dewa

dewa

arimasen  deshita

ja

ja

ja

arimasen  deshita kuwa

kuwa
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form

wa わ ta た ra ら ka か ga が na な ma ま ba ば sa さ ない

i い chi ち ri り ki き gi ぎ ni に mi み bi び shi し ます

u う tsu つ ru る ku く gu ぐ nu ぬ mu む bu ぶ su す 【 じしょ 】

e え te て re れ ke け ge げ ne ね me め be べ se せ ば

o お to と ro ろ ko こ go ご no の mo も bo ぼ so そ う

tte って tte って tte って ite いて ide い� nde ん� nde ん� nde ん� shite して 【て】

tta った tta った tta った ita いた ida いだ nda んだ nda んだ nda んだ shita した 【た】

会 う 立 つ 売 る 歩 く 泳 ぐ 　死 ぬ 飲 む 遊 ぶ 押 す
あ meet た stand う sell ある walk およ swim し die の drink あそ play お push

洗 う 待 つ ★帰 る 置 く 脱 ぐ 読 む 飛 ぶ 返 す
あら wash ま wait かえ go back お put ぬ take off よ read と fly かえ return

言 う 持 つ ★切 る 書 く 　急 ぐ 休 む 並 ぶ 貸 す
い say も hold き cut か write いそ hurry やす rest なら line up か lend

歌 う 　勝 つ 座 る 聞 く 　騒 ぐ 　住 む 呼 ぶ 消 す
うた sing か win すわ sit き listen さわ make noise す live よ call け erase

買 う 　育 つ 作 る 着 く 　濯 ぐ 　頼 む 　運 ぶ 出 す
か buy そだ grow(up) つく make つ arrive すす rinse たの ask はこ carry だ take out

使 う 　打 つ ★入 る 働 く 　稼 ぐ 　囲 む 　選 ぶ 外 す
つか use う hit はい enter はたら work かせ earn かこ circle えら choose はず take off

習 う 時間た つ ★走 る 磨 く 　漕 ぐ 盗 む 　結 ぶ 話 す
なら learn time　 pass(by) はし run みが polish こ row ぬす steal むす tie はな speak ��

１グループ  （ 五だん どうし ）

���

①

form form

* i * e nai ない shi し ko こ nai ない

* i * e masu ます shi し ki き masu ます

* i る * e る 【 じしょ 】 suru する kuru くる 【 じしょ】

* i れ * e れ ba ば sure すれ kure くれ ba ば 

* i よ * e よ o う shiyo しよ koyo こよ o う 

* i て * e て 【te】 【て】 shite して kite きて 【te】 【て】

* i た * e た 【ta】 【た】 shita した kita きた 【ta】 【た】

浴び る 開け る   買物   を する 来る
あ    bathe あ    open  かいもの shopping  come

い る 教え る 　仕事　 を　　 する （ もって  くる ）
（居） there is おし    teach   しごと work  bring

起き る 覚え る 　質問　(を) する （ つれて  くる ）
       お    get up おぼ    memorize  しつもん question  bring

降り る 閉め る 　電話　(を) する
       お    get off し    close  でんわ　 telephone

借り る 食べ る 　勉強　(を) する
       か  borrow た    eat  べんきょう study

着 る 出 る 　料理　(を) する
き put on で leave  りょうり cooking

見 る 寝 る 　練習　(を) する
み look ね go to bed �２  れんしゅう practice �３

３グループ　（ ふきそく どうし ）

��� ���

２グループ　（ 一だん どうし ）

②
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れる 受身

せる 使役

せられる 使役

される 受身

u う tsu つ ru る ku く gu ぐ nu ぬ mu む bu ぶ su す 辞書

ば 条件

る 可能

命令

o お to と ro ろ ko こ go ご no の mo も bo ぼ so そ う 意向

会 う 立 つ 売 る 歩 く 泳 ぐ 　死 ぬ 飲 む 遊 ぶ 押 す
あ meet た stand う sell ある walk およ swim し die の drink あそ play お push

洗 う 待 つ ★帰 る 置 く 脱 ぐ 読 む 飛 ぶ 返 す
あら wash ま wait かえ go back お put ぬ take off よ read と fly かえ return

言 う 持 つ ★切 る 書 く 　急 ぐ 休 む 並 ぶ 貸 す
い say も hold き cut か write いそ hurry やす rest なら line up か lend

歌 う 　勝 つ 座 る 聞 く 　騒 ぐ 　住 む 呼 ぶ 消 す
うた sing か win すわ sit き listen さわ make noise す live よ call け erase

買 う 　育 つ 作 る 着 く 　濯 ぐ 　頼 む 　運 ぶ 出 す
か buy そだ grow(up) つく make つ arrive すす rinse たの ask はこ carry だ take out

使 う 　打 つ ★入 る 働 く 　稼 ぐ 　囲 む 　選 ぶ 外 す
つか use う hit はい enter はたら work かせ earn かこ circle えら choose はず take off

習 う 時間た つ ★走 る 磨 く 　漕 ぐ 盗 む 　結 ぶ 話 す
なら learn time　 pass はし run みが polish こ row ぬす steal むす tie はな speak

せ

さsa

め be べ se

ま ba ば

げ ne ね meれ ke け geえe te

mara ら ka か

て re

ga が na な

１グループ  （ 五だん どうし ）

���
　　　　　　��

form

③

わwa ta た

* i * e 受身

* i る * e る 使役 る る

* i られる * e られる 使役受身 られる られる

* i * e 【辞書】     する    くる

* i * e 条件     すれば    くれば

* i * e 可能     できる    こられる

* i * e 命令     しろ    こい

* i * e 意向     しよう    こよう

浴び る 開け る 　買物　 を する 来る
あ    bathe あ    open かいもの shopping

い る 教え る 　仕事   を する
（居） there is おし    teach       しごと work

起き る 覚え る 　質問　(を) する
お    get up おぼ      しつもん question

降り る 閉め る 　電話　(を) する
    お    get off し    close     でんわ　 telephone

借り る 食べ る 　勉強　(を) する
    か    borrow た    eat べんきょう study

着 る 出 る 　料理　(を) する
き put on で leave  りょうり cooking

見 る 寝 る 　練習　(を) する
み look ね 　　�２ れんしゅう practice

３グループ  （ ふきそく　どうし ）２グループ　（ 一だん　どうし ）

られる Passive
form

る

れば

させ

memorize

よう

   こられる

させ     させ

    されるられる

Causative Passive
   こさせ

Causative

られる

ろ

よう

Imperative

Volitional

られる

go to bed
���

④

       bring

���
　                  　　　 �３

（ もって くる ） 
       bring

       come

（ つれて くる ）

る

れば

Potential

ろ

【Dictionary】

Conditional
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G１　のむ G２ たべる G３ する G３ くる
①  のまないで　ください。  たべないで　ください。  しないで　ください。  こないで　ください。

②  のまなければ　なりません。  たべなければ　なりません。  しなければ　なりません。  こなければ　なりません。

③  のまなくても　いい　です。  たべなくても　いい　です。  しなくても　いい　です。  こなくても　いい　です。

④  のまなければ　……　。  たべなければ　……　。  しなければ　……　。  こなければ　……　。

⑤  のまなくても　……　。  たべなくても　……　。  しなくても　……　。  こなくても　……　。

⑥  のまないで　……　。  たべないで　……　。  しないで　……　。  こないで　……　。

 のまれます。  たべられます。  されます。  こられます。

 のませます。  たべさせます。  させます。  されます。

①  のみましょう。　のみましょうか。  たべましょう。　たべましょうか。  しましょう。　しましょうか。  きましょう。　きましょうか。

②  のみませんか。  たべませんか。  しませんか。  きませんか。

③  のみたい　です。  たべたい　です。  したい　です。  きたい　です。

④  のみながら　……　。  たべながら　……　。  しながら　……　。 *******

⑤
①  のむことが　できます。  たべることが　できます。  することが　できます。  くることが　できます。

②  のむつもり　です。  たべるつもり　です。  するつもり　です。  くるつもり　です。

③  のむとき　……　。  たべるとき　……　。  するとき　……　。  くるとき　……　。

④  のむまえに　……　。  たべるまえに　……　。  するまえに　……　。  くるまえに　……　。

 のめます。  たべられます。  できます。  こられます。

 のめば　……　。  たべれば　……　。  すれば　……　。  くれば　……　。

 のめ。  たべろ。  しろ。  こい。

 のもうと　おもいます。  たべようと　おもいます。  しようと　おもいます。  こようと　おもいます。

①  のんで　ください。  たべて　ください。  して　ください。  きて　ください。

②  のんで　います。  たべて　います。  して　います。  きて　います。

③  のんでも　いい　です。  たべても　いい　です。  しても　いい　です。  きても　いい　です。

④  のんでは　いけません。  たべては　いけません。  しては　いけません。  きては　いけません。

⑤  のんでから　……　。  たべてから　……　。  してから　……　。  きてから　……　。

⑥  のんで　……　。  たべて　……　。  して　……　。  きて　……　。

⑦  のんでも　……　。  たべても　……　。  しても　……　。  きても　……　。

⑧  のんであげます。くれます。もらいます。  たべてあげます。くれます。もらいます。  してあげます。くれます。もらいます。  きてあげます。くれます。もらいます。

①  のんだことがあります  たべたことがあります  したことが　あります。  きたことが　あります。

②  のんだあとで　……　。  たべたあとで　……　。  したあとで　……　。  きたあとで　……　。

③  のんだり　……　。  たべたり　……　。  したり　……　。  きたり　……　。

④  のんだら　……　。  たべたら　……　。  したら　……　。  きたら　……　。

敬語  （尊敬 / 謙譲 ）  別表参照

��� ���� Verb Form ( Basic-1.) ≪ ～a～i～u～e～o～te～ta～ ≫

ない

受身・尊敬

使役

ます

Form

て

た

辞書

可能

条件

意向

命令
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Group 1  (nomu) Group 2  (taberu) Group 3  (suru) Group 3  (kuru)
① noma-naide  kudasai。 tabe-naide  kudasai。 shi-naide  kudasai。 ko-naide  kudasai。 Please don't V

② noma-nakereba  narimasen。 tabe-nakereba  narimasen。 shi-nakereba  narimasen。 ko-nakereba  narimasen。 … have to V

③ noma-nakute-mo  ii  desu。 tabe-nakute-mo  ii  desu 。 shi-nakute-mo  ii  desu。 ko-nakute-mo  ii  desu。 … don't have to V

④ noma-nakereba  …………。 tabe-nakereba  …………。 shi-nakereba  …………。 ko-nakereba  …………。 {If … not V }, {…Main Sentence…}

⑤ noma-nakute-mo  …………。 tabe-nakute-mo  …………。 shi-nakute-mo  …………。 ko-nakute-mo  …………。 {Even if … not V}, {… Main S.…}

⑥ noma-naide  ………。 tabe-naide  …………。 shi-naide  …………。 ko-naide  …………。 {Without / not V}, {…Main S.…}

noma-re-masu。 tabe-rare-masu。 sa-re-masu。 ko-rare-masu。 … be V(PP)  [Passive]

noma-se-masu。 tabe-sase-masu。 sa-se-masu。 ko-sase-masu。 … make Someone V  [Causative]

① nomi-mashoo。 nomi-mashoo ka。tabe-mashoo。  tabe-mashoo ka。shi-masyoo。   shi-mashoo ka。 ki-mashoo。      ki-mashoo ka。Let's V...　　 Ｓｈａｌｌ　we …  /  Shall I ...

② nomi-masen ka。 tabe-masen ka。 shi-masen ka。 ki-masen ka。 Won't you ...  /  Shall we …

③ nomi-tai  desu。 tabe-tai  desu。 shi-tai  desu。 ki-tai  desu。 … want to V

④ nomi-nagara  …………。 tabe-nagara  …………。 shi-nagara  …………。 ……… {While … V},{…M.S…} [Simultaneous]

⑤

① nomu koto ga  dekimasu。 taberu koto ga  dekimasu。 suru koto ga  dekimasu。 kuru koto ga  dekimasu。 … be able to V

② nomu tsumori  desu。 taberu tsumori  desu。 suru tsumori  desu。 kuru tsumori  desu。 … intend to V

③ nomu toki  …………。 taberu toki  …………。 suru toki  …………。 kuru toki  …………。 {When … V}, {…Main S….}

④ nomu mae ni  …………。 taberu mae ni  …………。 suru mae ni  …………。 kuru mae ni  …………。 {Before … V},{…Main S….}

nome-masu。 tabe-rare-masu。 deki-masu。 ko-rare-masu。 … can V

nome-ba  …………。 tabe-reba  …………。 su-reba  …………。 ku-reba  …………。 {If … V}, {… Main S.…}

nome。 tabe-ro。 shiro。 koi。 Do V

nomo-o to  omoimasu。 tabe-yoo to  omoimasu。 shi-yoo to  omoimasu。 ko-yoo to  omoimasu。 … be thinking of V-ing

① nonde  kudasai。 tabete  kudasai。 shite  kudasai。 kite  kudasai。 Please V

② nonde  imasu。 tabete  imasu。 shite  imasu。 kite  imasu。 … be V-ing       [Progressive] [Stative]

③ nonde-mo  ii  desu。 tabete-mo  ii  desu。 shite-mo ii  desu。 kite-mo  ii  desu。 … may V                   It's OK to V

④ nonde-wa  ikemasen。 tabete-wa  ikemasen。 shite-wa  ikemasen。 kite-wa  ikemasen。 … shouldn't V           It's not OK to V

⑤ nonde kara  …………。 tabete kara  …………。 shite kara  …………。 kite kara  …………。 {After … V},{…Main S.…}

⑥ nonde  …………。 tabete  …………。 shite  …………。 kite  …………。 … V1 , … V2, … V3, … V4, … V5.

⑦ nonde-mo  …………。 tabete-mo  …………。 shite-mo  …………。 kite-mo  …………。 {Even if  / Even though … V}, {..M. S...}

⑧ nondeagemasu/kuremasu/moraimasu。 tabeteagemasu/kuremasu/moraimasu。 shiteagemasu/kuremasu/moraimasu。 kiteagemasu/kuremasu/moraimasu。 [Giving & Receiving Favor]

① nonda koto ga  arimasu。 tabeta koto ga  arimasu。 shita koto ga  arimasu。 kita koto ga  arimasu。 … have had the experience of  V-ing 

② nonda ato de  …………。 tabeta ato de  …………。 shita ato de  …………。 kita ato de  …………。 {After … V}, {…Main S.…}

③ nonda-ri  …………。 tabeta-ri  …………。 shita-ri  …………。 kita-ri  …………。 … V3 , … V5 , … V2 and etc.

④ nonda-ra …………。 tabeta-ra …………。 shita-ra …………。 kita-ra …………。 {If / After / When …V}, {…Main S….}

Honorific (Respect / Humble )   See other table

Verb Forms  ( Basic Part 1.)　≪ ～a～i～u～e～o～te～ta～ ≫

Form

nai

Passive
Causative

masu

te

ta

Dic.

Potential
Conditional

Volitional
Imperative
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びょうき びょうき

病気 だ  * 病気 ではない  　と　おもいます 病気 な  * 病気 ではない

病気 だった 病気 ではなかった  　と　いいます 病気 だった 病気 ではなかった  　ので、・・・・・

げんき  　と　ききます げんき  　のに、・・・・・

元気 だ  * 元気 ではない 元気 な  * 元気 ではない

元気 だった 元気 ではなかった  　そう　です【 伝聞 】 元気 だった 元気 ではなかった 　 の　です

さむ い
              【hearsay】

さむ い 　 ん　です

　寒 い 寒 くない 　寒 い 寒 くない

　寒 かった 寒 くなかった  　から、・・・・・ 　寒 かった 寒 くなかった

はな す  【原因・理由】、・・・・・ はな す

話 す 話 さない 【cause/reason】、・・・・・ 話 す 話 さない

話 した 話 さなかった 話 した 話 さなかった

びょうき びょうき

病気 の  * 病気 ではない 病気         * 病気 ではない  　でしょう

病気 だった 病気 ではなかった  　ひと　【 名詞修飾 】 病気 だった 病気 ではなかった  　だろう

げんき
      【noun modifier】

げんき

元気 な  * 元気 ではない 元気         * 元気 ではない  　らしい　です

元気 だった 元気 ではなかった  　とき、・・・・・ 元気 だった 元気 ではなかった  　みたい　です

さむ い さむ い

　寒 い 寒 くない  　よう　です 　寒 い 寒 くない  　かもしれません

　寒 かった 寒 くなかった 　寒 かった 寒 くなかった

はな す はな す  　か （どうか） わかります

話 す 話 さない 話 す 話 さない  　か （どうか） しっています

話 した 話 さなかった 話 した 話 さなかった  　か （どうか） ききます

��������plain form）＋�����������
動詞（verb)については≪動詞グループ①②③≫を見てください。

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb
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びょうき びょうき

byooki da * byooki dewa nai byooki na * byooki dewa nai

byooki datta byooki dewa nakatta  　to omoimasu byooki datta byooki dewa nakatta  　node 、・・・・・

げんき  　to iimasu げんき  　noni 、・・・・・

genki da * genki dewa nai  　to kikimasu genki na * genki dewa nai

genki datta genki dewa nakatta genki datta genki dewa nakatta 　 no desu

さむ い  　soo desu 【 伝聞 】 さむ い 　 n desu

samu i samu ku nai                【 hearsay 】 samu i samu ku nai

samu katta samu ku nakatta samu katta samu ku nakatta

はな す  　kara 、・・・・・ はな す

hana su hana sa nai 【 原因・理由 】、・・・・・ hana su hana sa nai

hana shita hana sa nakatta 【 cause / reason 】、・・・・・ hana shita hana sa nakatta

びょうき びょうき

byooki no * byooki dewa nai byooki     * byooki dewa nai  　desyoo

byooki datta byooki dewa nakatta  　hito　【 名詞修飾 】 byooki datta byooki dewa nakatta  　daroo

げんき         【 Noun Modifier 】 げんき

genki na * genki dewa nai genki     * genki dewa nai  　rashii desu

genki datta genki dewa nakatta  　toki 、・・・・・ genki datta genki dewa nakatta  　mitai desu

さむ い さむ い

samu i samu ku nai    yoo desu samu i samu ku nai  　kamoshiremasen

samu katta samu ku nakatta samu katta samu ku nakatta

はな す はな す  　ka (dooka)  wakarimasu

hana su hana sa nai hana su hana sa nai  　ka (dooka)  shitte imasu

hana shita hana sa nakatta hana shita hana sa nakatta  　ka (dooka)  kikimasu

As for Verbs : See [Verb Group 1.2.3.][ plain form ] to omoimasu

Adj.①

Verb

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb

Noun

Adj.②

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb

Noun

Adj.②

Adj.①

Verb
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ならわない あう (会う) ならう (習う)

ならいます あらう (洗う) もらう 【切手を】

← ならう いう (言う)

ならえば うたう (歌う)

ならおう おもう (思う)

ならって かう (買う)

ならった つかう (使う)

またない たつ (立つ) すわる (座る)

まちます まつ (待つ) つくる (作る)

← まつ もつ (持つ) * てる (照る)

まてば とおる (通る)

まとう とまる (止まる)

まって とる (取る,撮る)

まった なる 【春に】

あつまる (集まる) のぼる (登る)

かえらない うる (売る) のる (乗る)

かえります おわる (終わる) * はいる (入る)

← かえる * かえる (帰る) はじまる (始まる)

かえれば かぶる * はしる (走る)

かえろう * きる (切る) ふる (降る)

かえって くもる (曇る) まがる (曲がる)

かえった しまる (閉まる) わたる (渡る)

かかない あく (開く) つく (着く)

かきます あるく (歩く) はく 【ズボンを】

← かく いただく (頂く) はたらく (働く)

かけば おく (置く) ひく (引く)

かこう かく (書く) ひく (弾く）

かいて きく (聞く) ふく (吹く)

かいた つく みがく (磨く)

およがない およぐ (泳ぐ)

およぎます ぬぐ (脱ぐ)

← およぐ
およげば

およごう

およい�
およい�

P.１

≪ どうし グループ １. ≫　絵でつづる日本語例文集（動詞編）より

【電気が】

【帽子を】

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

かえった かえらなかった

かく かかない

かいた

およがない

およい� およがなかった

ならわなかった

習います

待ちます

帰ります

書きます

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

ならう

ならった

ならわない

1

1

1 ①

②

③

まつ

かかなかった

またない

まった またなかった

かえる かえらない

泳ぎます

およぐ
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しなない 　※しぬ （死ぬ）

しにます

← しぬ
しねば

しのう

し��

し��

よまない のむ （飲む）

よみます よむ （読む）

← よむ やすむ （休む）

よめば

よもう

よ��
よ��

あそばない あそぶ （遊ぶ）

あそびます とぶ （飛ぶ）

← あそぶ ならぶ （並ぶ）

あそべば よぶ （呼ぶ）

あそぼう

あそ��
あそ��

はなさない おす （押す）

はなします かえす （返す）

← はなす かす （貸す）

はなせば けす （消す）

はなそう だす （出す）

はなして はずす

はなした はなす （話す）

★れいがい

ない�★

あります

ある
あれば

あろう

あって
あった

P.２

「しぬ」の１語だけです。

※「しぬ」は

「絵でつづる…例文集」に

例文はありません。

いこう

≪ どうし グループ １. ≫　絵でつづる日本語例文集（動詞編）より

【眼鏡を】

よ�� よまなかった

遊びます

あそぶ あそばない

行きます

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

はなさなかった

いかない

しぬ しなない

よむ よまない

し�� しななかった

読みます

『１④-ぬ』グループの動詞は

あります

あそばなかった

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

話します

はなす はなさない

はなした

1 ④

1 ⑤

1 ★

いく

あそ��

死にます

いった★ いかなかった あった なかった★
いって�★

いった�★

いかない ない★

★れいがい

いきます

いく
いけば

ある
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みない あびる

みます いる

← みる おきる （起きる）

みれば おりる （降りる）

みよう かりる （借りる）

みて きる （着る）

みた みる （見る）

たべない あける （開ける） たずねる （尋ねる）

たべます あげる （上げる） たべる （食べる）

← たべる あつめる （集める） つかれる （疲れる）

たべれば いれる （入れる） つける 【電気を】

たべよう おしえる （教える） でかける （出かける）

たべて おぼえる （覚える） でる （出る）

たべた かける ならべる （並べる）

きえる （消える） ねる （寝る）

きこえる （聞こえる） はれる （晴れる）

くれる 【切手を】 みえる （見える）

こたえる （答える） みせる （見せる）

さしあげる わかれる （別れる）

しめる わすれる （忘れる）

しめる

しない する せんたく （洗濯）

します かいもの （買い物） そうじ （掃除）

← する サッカー でんわ （電話）

すれば さんぽ （散歩） べんきょう （勉強）

しよう しごと （仕事） りょうり （料理）

して しつもん （質問） りょこう （旅行）

した ジョギング れんしゅう （練習）

こない くる

きます

← �る
�れば

こよう

きて
きた

P.３

≪ どうし グループ ２. ≫　絵でつづる日本語例文集（動詞編）より

≪ どうし グループ ３. ≫　絵でつづる日本語例文集（動詞編）より

（締める）

（※居る）

みなかった

食べます

たべない

※ つれて くる（連れて来る）

※ もって くる（持って来る）

  [つれる]＋[くる]

  [もつ]＋[くる]

�る こない

きた こなかった

（閉める）

見ます

みる みない

みた

　[シャワーを]

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

（来る）

します

来ます

する しない

した しなかった

たべた

2 ( ** ｉ -  )

3

( する )

( くる )

2

3

たべる

( ** e -  )

【花を】

たべなかった
【眼鏡を】
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nara-wa-nai au (meet) narau (learn)
nara-i-masu arau (wash) morau (receive)

← nara-u iu (say)
nara-e-ba utau (sing)
nara-o-o omou (think)
nara-tte kau (buy)
nara-tta tsukau (use)

ma-ta-nai tatsu (stand) suwaru (sit)
ma-chi-masu matsu (wait) tsukuru (make)

← ma-tsu motsu (hold) teru (shine)
ma-te-ba tooru (pass)
ma-to-o tomaru (stop)
ma-tte toru (take)
ma-tta naru (become)

atsumaru (gather) noboru (climb)
kae-ra-nai uru (sell) noru (get on)
kae-ri-masu owaru (end) hairu (enter)

← kae-ru kaeru (return) hajimaru (begin)
kae-re-ba kaburu (put on) hashiru (run)
kae-ro-o kiru (cut) furu (fall)
kae-tte kumoru magaru (turn)
kae-tta shimaru (close) wataru (cross)

ka-ka-nai aku (open) tsuku (arrive)
ka-ki-masu aruku (walk) haku (put on)

← ka-ku itadaku (receive) hataraku (work)
ka-ke-ba oku (put) hiku (pull)
ka-ko-o kaku (write) hiku (play)
ka-ite kiku (listen) fuku (blow)
ka-ita tsuku migaku (brush)

oyo-ga-nai oyogu (swim)
oyo-gi-masu nugu (take off)

← oyo-gu
oyo-ge-ba
oyo-go-o
oyo-ide
oyo-ida

P.１

≪ Verb Group 1. ≫　from - A Collection of Japanese Sentences with Illustrations

1 ②

ma-ta-nai

ma-tta

kae-ra-nai

1 ①

1 ③

nara-i-masu

ma-chi-masu

kae-ri-masu

ka-ki-masu

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

ma-tsu

kae-ra-nakatta

ma-ta-nakatta

kae-ru
(become cloudy)

kae-tta

ka-ku

nara-u

nara-tta

nara-wa-nai

nara-wa-nakatta

(come on)

oyo-ida oyo-ga-nakatta

ka-ka-nai

ka-ka-nakatta

oyo-gu oyo-ga-nai

ka-ita

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

oyo-gi-masu

「トップページ」　「Top Page」



shi-na-nai ※　shinu (die)
shi-ni-masu

← shi-nu
shi-ne-ba
shi-no-o
shi-nde
shi-nda

yo-ma-nai nomu (drink)
yo-mi-masu yomu (read)

← yo-mu yasumu (rest）
yo-me-ba
yo-mo-o
yo-nde
yo-nda

aso-ba-nai asobu (play)
aso-bi-masu tobu (fly)

← aso-bu narabu (line up)
aso-be-ba yobu (call)
aso-bo-o
aso-nde
aso-nda

hana-sa-nai osu (push)
hana-shi-masu kaesu (return)

← hana-su kasu (lend)
hana-se-ba kesu (turn off)
hana-so-o dasu (take out)
hana-shite hazusu (take off)
hana-shita hanasu (speak)

★ exception
nai　★

a-ri-masu
a-ru
a-re-ba
a-ro-o
a-tte
a-tta

P.２

≪ Verb Group 1. ≫　from - A Collection of Japanese Sentences with Illustrations

nakatta★
i-tte　★

i-tta　★

1 ★

1 ④

1 ⑤

a-tta

nai★
i-ku
i-ke-ba

hana-shita hana-sa-nakatta

i-ka-nai

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

i-ka-nai
i-ki-masu a-ri-masu

a-ru

★ exception

i-ko-o

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

hana-shi-masu

yo-ma-nai

shi-nda shi-na-nakatta

hana-su hana-sa-nai

aso-bi-masu

i-tta★ i-ka-nakatta

i-ki-masu
i-ku

aso-bu aso-ba-nai

aso-nda aso-ba-nakatta

yo-nda yo-ma-nakatta

yo-mi-masu
yo-mu

shi-ni-masu
shi-nu shi-na-nai
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mi-nai abiru (bathe)
mi-masu iru (there is)

← mi-ru okiru (get up)
mi-re-ba oriru (get off)
mi-yo-o kariru (borrow)
mi-te kiru (put on)
mi-ta miru (look)

tabe-nai akeru (open) tazuneru (ask)
tabe-masu ageru (give) taberu (eat)

← tabe-ru  atsumeru (gather) tsukareru (get tired)
tabe-re-ba ireru (put in) tsukeru (turn on)
tabe-yo-o oshieru (teach) dekakeru (go out)
tabe-te oboeru (memorize) deru (leave)
tabe-ta kakeru (put on) naraberu (line up)

kieru (go out) neru (go to bed)
kikoeru hareru (clear)
kureru (give) mieru (be visible)

kotaeru (answer) miseru (show)
sashiageru (give) wakareru (part)
shimeru (close) wasureru (forget)
shimeru (put on)

shi-nai suru (do) sentaku (washing)
shi-masu kaimono sooji (cleaning)

← suru sakkaa (soccer) denwa (telephone)
sure-ba sampo (strall) benkyoo (study)
shiyo-o shigoto (work) ryoori (cooking)
shi-te shitsumon ryokoo (traveling)
shi-ta jogingu (jogging) renshuu (practice)

ko-nai kuru (come)
ki-masu

← kuru
kure-ba
koyo-o
ki-te
ki-ta

P.３

≪ Verb Group 2. ≫　from - A Collection of Japanese Sentences with Illustrations

≪ Verb Group 3. ≫　from - A Collection of Japanese Sentences with Illustrations

2

tabe-nai

mi-nai

3

( suru )

2

(question)

mi-ta

3

shi-masu

mi-nakatta

tabe-masu

[ motsu ]＋[ kuru ]

kuru ko-nai

ki-ta ko-nakatta

※ tsurete kuru (bring)

※ motte kuru (bring)
[ tsureru ]＋[ kuru ]

ki-masu

mi-masu

mi-ru

tabe-nakatta

suru

tabe-ru

tabe-ta

～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～*～

(be audible)

(shopping)

( kuru )

( ** i - )

( ** e - )

shi-nai

shi-ta shi-nakatta
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～ます じしょ ～ない ～て ～た
1 001 みます 2 見る みる みない みて みた

002 ききます 1 聞く きく きかない きいて きいた

003 たべます 2 食べる たべる たべない たべて たべた

004 たべます　003

005 よみます 1 読む よむ よまない よんで よんだ

006 よみます　005

007 たべます　003

008 のみます 1 飲む のむ のまない のんで のんだ

009 かきます （じ を） 1 書く かく かかない かいて かいた

010 かきます　009

011 はなします 1 話す はなす はなさない はなして はなした

012 はなします　011

2 013 みます　001

014 ききます　002

3 015 おしえます 2 教える おしえる おしえない おしえて おしえた

016 ならいます 1 習う ならう ならわない ならって ならった

017 おしえます　015

018 ならいます　016

4 019 はじまります 1 始まる はじまる はじまらない はじまって はじまった

020 おわります 1 終わる おわる おわらない おわって おわった

021 おきます （あさ ７じ に） 2 起きる おきる おきない おきて おきた

022 ねます （よる 11じ に） 2 寝る【就寝】 ねる ねない ねて ねた

023 ねます （８じかん） 2 寝る【睡眠】

024 あらいます 1 洗う あらう あらわない あらって あらった

025 みがきます 1 磨く みがく みがかない みがいて みがいた

026 あびます 2 浴びる あびる あびない あびて あびた

027 はいります （おふろ に） 1 入る はいる はいらない はいって はいった

5 028 りょうり　します 3 料理　する する　* しない　* して　* した　*

029 りょうり　します　028

030 せんたく　します 3 洗濯　する
031 せんたく　します　030

032 そうじ　します 3 掃除　する
033 そうじ　します　032

034 かいもの　します 3 買物　する
035 かいます 1 買う かう かわない かって かった

036 かいます　035

037 ジョギング　します 3 …　する
038 しごと　します 3 仕事　する

6 039 べんきょう　します 3 勉強　する
040 べんきょう　します　039

041 おぼえます 2 覚える おぼえる おぼえない おぼえて おぼえた

042 わすれます 2 忘れる わすれる わすれない わすれて わすれた

043 サッカー　します 3 …　する
044 れんしゅう　します 3 練習　する
045 れんしゅう　します　044

046 はたらきます 1 働く はたらく はたらかない はたらいて はたらいた

047 やすみます 1 休む【休憩】 やすむ やすまない やすんで やすんだ

048 やすみます 1 休む【欠席】
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7 049 いきます 1★ 行く いく いかない いって　★ いった　★

050 かえります 1 帰る かえる かえらない かえって かえった

051 でます 2 出る でる でない でて でた

052 つきます （うち に） 1 着く つく つかない ついて ついた

053 きます （うち へ） 3 来る くる　* こない　* きて　* きた　*

054 かえります　050

8 055 はしります 1 走る はしる　　 はしらない はしって はしった

056 あるきます 1 歩く あるく あるかない あるいて あるいた

057 のります 1 乗る【乗車】 のる のらない のって のった

058 おります 2 降りる【下車】 おりる おりない おりて おりた

059 のります 1 乗る【利用】

060 のります　059

9 061 でんわ　します 3 電話　する
062 よびます 1 呼ぶ よぶ よばない よんで よんだ

063 まちます 1 待つ まつ またない まって まった

064 あいます 1 会う あう あわない あって あった

065 わかれます 2 別れる わかれる わかれない わかれて わかれた

10 066 つれて　いきます 1★ 連れて　行く …いく …いかない …いって ★ …いった ★

067 つれて　きます 3 連れて　来る …くる　* …こない　* …きて　* …きた　*

068 もって　いきます 1★ 持って　行く …いく …いかない …いって ★ …いった ★

069 もって　きます 3 持って　来る …くる　* …こない　* …きて　* …きた　*

11 070 たちます 1 立つ たつ たたない たって たった

071 すわります 1 座る すわる すわらない すわって すわった

072 おきます （りんご を） 1 置く おく おかない おいて おいた

073 とります 1 取る とる とらない とって とった

12 074 あります 1★ ある【存在】 ある ない　★ あって あった

075 あります　074

076 あります　074

077 あります　074

13 078 います 1 いる【存在】 いる いない いて いた

079 います　078

080 います　078

081 います　078

14 082 あります　074

083 あります　074

084 あります　074

085 あります　074

15 086 います　078

087 います　078

088 います　078

089 います　079

16 090 さんぽ　します 3 散歩　する
091 さんぽ　します　090

092 りょこう　します 3 旅行　する
093 りょこう　します　092

17 094 およぎます 1 泳ぐ およぐ およがない およいで およいだ

095 のぼります 1 登る のぼる のぼらない のぼって のぼった

18 096 とります （しゃしん を） 1 撮る とる とらない とって とった

097 とります　096

098 かきます （え を） 1 （描く） かく かかない かいて かいた

099 かきます　098
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19 100 ひきます （ギター を） 1 弾く ひく ひかない ひいて ひいた

101 うたいます 1 歌う うたう うたわない うたって うたった

102 でかけます 2 出かける でかける でかけない でかけて でかけた

103 あそびます 1 遊ぶ あそぶ あそばない あそんで あそんだ

104 つかれます 2 疲れる つかれる つかれない つかれて つかれた

105 あそびます　103

20 106 みせます 2 見せる みせる みせない みせて みせた

107 みます　001

108 うります 1 売る うる うらない うって うった

109 かいます　035

110 かします 1 貸す かす かさない かして かした

111 かります 2 借りる かりる かりない かりて かりた

112 かえします 1 返す かえす かえさない かえして かえした

113 かえします　112

21 114 あります 1★ ある【所有】 ある ない　★ あって あった

115 あります　114

22 116 さしあげます 2 （差し上げる）さしあげる さしあげない さしあげて さしあげた

117 あげます 2 （上げる） あげる あげない あげて あげた

118 いただきます 1 （頂く） いただく いただかない いただいて いただいた

119 もらいます 1 （貰う） もらう もらわない もらって もらった

120 くださいます　★ 1★ （下さる） くださる くださらない くださって くださった

121 くれます 2 くれる くれる くれない くれて くれた

23 122 つくります 1 作る つくる つくらない つくって つくった

123 つかいます 1 使う つかう つかわない つかって つかった

124 きります 1 切る きる きらない きって きった

125 かきます　009

126 けします （じ を） 1 消す けす けさない けして けした

127 たべます　003

128 たべます　003

129 しつもん　します 3 質問　する
130 こたえます 2 答える こたえる こたえない こたえて こたえた

131 いきます　049

132 いきます　049

133 きます　053

24 134 あるきます　056

135 はしります　055

136 わたります 1 渡る わたる わたらない わたって わたった

137 まがります 1 曲がる まがる まがらない まがって まがった

138 まがります　137

139 まがります　137

140 とおります 1 通る とおる とおらない とおって とおった

141 とまります 1 止まる とまる とまらない とまって とまった

142 とびます 1 飛ぶ とぶ とばない とんで とんだ

143 およぎます　094

25 144 きます （セーター を） 2 着る きる きない きて きた

145 はきます 1 はく はく はかない はいて はいた

146 きます　144

147 はきます　145

148 しめます （ネクタイ を） 2 締める しめる しめない しめて しめた

149 きます　144

150 ぬぎます 1 脱ぐ ぬぐ ぬがない ぬいで ぬいだ

151 ぬぎます　150
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152 かけます （めがね を） 2 かける かける かけない かけて かけた

153 かぶります 1 （被る） かぶる かぶらない かぶって かぶった

154 はずします 1 （外す） はずす はずさない はずして はずした

155 ぬぎます　150

26 156 みえます 2 見える みえる みえない みえて みえた

157 きこえます 2 聞こえる きこえる きこえない きこえて きこえた

158 みます　001

159 ききます　002

160 はいります （へや に） 1 入る はいる はいらない はいって はいった

161 でます　051

162 いれます 2 入れる いれる いれない いれて いれた

163 だします 1 出す だす ださない だして だした

164 いれます　162

165 だします　163

166 つきます （でんき が） 1 つく つく つかない ついて ついた

167 きえます （でんき が） 2 消える きえる きえない きえて きえた

168 つけます （でんき を） 2 つける つける つけない つけて つけた

169 けします  （でんき  を） 1 消す けす けさない けして けした

170 つけます 168

171 けします 169

172 あきます 1 開く あく あかない あいて あいた

173 しまります 1 閉まる しまる しまらない しまって しまった

174 あきます　172

175 しまります　173

176 あけます 2 開ける あける あけない あけて あけた

177 しめます 2 閉める しめる しめない しめて しめた

178 おします 1 押す おす おさない おして おした

179 ひきます （ドア を） 1 引く ひく ひかない ひいて ひいた

180 あつまります 1 集まる あつまる あつまらない あつまって あつまった

181 あつめます 2 集める あつめる あつめない あつめて あつめた

182 ならびます 1 並ぶ ならぶ ならばない ならんで ならんだ

183 ならべます 2 並べる ならべる ならべない ならべて ならべた

184 はれます 2 晴れる はれる はれない はれて はれた

27 185 くもります 1 曇る くもる くもらない くもって くもった

186 ふります 1 降る ふる ふらない ふって ふった

187 ふります　186

188 ふきます 1 吹く ふく ふかない ふいて ふいた

189 てります 1 照る てる てらない てって てった

28 190 なります 1 なる なる ならない なって なった

191 なります　190

192 なります　190

193 なります　190

29 194 たずねます 2 （尋ねる） たずねる たずねない たずねて たずねた

195 いいます 1 言う いう いわない いって いった

196 いいます　195

30 197 いいます　195

198 いいます　195

199 おもいます 1 思う おもう おもわない おもって おもった

200 おもいます　199
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～ます じしょ ～ない ～て ～た

064 あいます 1 会う あう あわない あって あった

172 あきます 1 開く あく あかない あいて あいた

176 あけます 2 開ける あける あけない あけて あけた

117 あげます 2 （上げる） あげる あげない あげて あげた

103 あそびます 1 遊ぶ あそぶ あそばない あそんで あそんだ

180 あつまります 1 集まる あつまる あつまらない あつまって あつまった

181 あつめます 2 集める あつめる あつめない あつめて あつめた

026 あびます 2 浴びる あびる あびない あびて あびた

024 あらいます 1 洗う あらう あらわない あらって あらった

074 あります 1★ ある【存在】 ある ない　★ あって あった

114 あります 1★ ある【所有】

056 あるきます 1 歩く あるく あるかない あるいて あるいた

195 いいます 1 言う いう いわない いって いった

049 いきます 1★ 行く いく いかない いって　★ いった　★

118 いただきます 1 （頂く） いただく いただかない いただいて いただいた

078 います 2 いる【存在】 いる いない いて いた

162 いれます 2 入れる いれる いれない いれて いれた

101 うたいます 1 歌う うたう うたわない うたって うたった

108 うります 1 売る うる うらない うって うった

072 おきます （りんご を） 1 置く おく おかない おいて おいた

021 おきます （あさ ７じ に） 2 起きる おきる おきない おきて おきた

015 おしえます 2 教える おしえる おしえない おしえて おしえた

178 おします 1 押す おす おさない おして おした

041 おぼえます 2 覚える おぼえる おぼえない おぼえて おぼえた

199 おもいます 1 思う おもう おもわない おもって おもった

094 およぎます 1 泳ぐ およぐ およがない およいで およいだ

058 おります 2 降りる【下車】 おりる おりない おりて おりた

020 おわります 1 終わる おわる おわらない おわって おわった

035 かいます 1 買う かう かわない かって かった

034 かいもの　します 3 買物　する する　* しない　* して　* した　*

112 かえします 1 返す かえす かえさない かえして かえした

050 かえります 1 帰る かえる かえらない かえって かえった

098 かきます （え を） 1 （描く） かく かかない かいて かいた

009 かきます （じ を） 1 書く かく かかない かいて かいた

152 かけます （めがね を） 2 かける かける かけない かけて かけた

110 かします 1 貸す かす かさない かして かした

153 かぶります 1 （被る） かぶる かぶらない かぶって かぶった

111 かります 2 借りる かりる かりない かりて かりた

167 きえます （でんき が） 2 消える きえる きえない きえて きえた

002 ききます 1 聞く きく きかない きいて きいた

157 きこえます 2 聞こえる きこえる きこえない きこえて きこえた
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144 きます （セーター を） 2 着る きる きない きて きた

053 きます （うち へ） 3 来る くる　* こない　* きて　* きた　*

124 きります 1 切る きる きらない きって きった

120 くださいます　★ 1★ （下さる） くださる くださらない くださって くださった

185 くもります 1 曇る くもる くもらない くもって くもった

121 くれます 2 くれる くれる くれない くれて くれた

126 けします （じ を） 1 消す けす けさない けして けした

169 けします （でんき を） 1 消す
130 こたえます 2 答える こたえる こたえない こたえて こたえた

116 さしあげます 2 （差し上げる）さしあげる さしあげない さしあげて さしあげた

043 サッカー　します 3 …　する
090 さんぽ　します 3 散歩　する
038 しごと　します 3 仕事　する
129 しつもん　します 3 質問　する
173 しまります 1 閉まる しまる しまらない しまって しまった

177 しめます 2 閉める しめる しめない しめて しめた

148 しめます （ネクタイ を） 2 締める しめる しめない しめて しめた

037 ジョギング　します 3 …　する
071 すわります 1 座る すわる すわらない すわって すわった

030 せんたく　します 3 洗濯　する
032 そうじ　します 3 掃除　する
163 だします 1 出す だす ださない だして だした

194 たずねます 2 （尋ねる） たずねる たずねない たずねて たずねた

070 たちます 1 立つ たつ たたない たって たった

003 たべます 2 食べる たべる たべない たべて たべた

123 つかいます 1 使う つかう つかわない つかって つかった

104 つかれます 2 疲れる つかれる つかれない つかれて つかれた

052 つきます （うち に） 1 着く つく つかない ついて ついた

166 つきます （でんき が） 1 つく つく つかない ついて ついた

122 つくります 1 作る つくる つくらない つくって つくった

168 つけます （でんき を） 2 つける つける つけない つけて つけた

066 つれて　いきます 1★ 連れて　行く …いく …いかない …いって ★ …いった ★

067 つれて　きます 3 連れて　来る …くる　* …こない　* …きて　* …きた　*

102 でかけます 2 出かける でかける でかけない でかけて でかけた

051 でます 2 出る でる でない でて でた

189 てります 1 照る てる てらない てって てった

061 でんわ　します 3 電話　する
140 とおります 1 通る とおる とおらない とおって とおった

142 とびます 1 飛ぶ とぶ とばない とんで とんだ

141 とまります 1 止まる とまる とまらない とまって とまった

073 とります 1 取る とる とらない とって とった

096 とります （しゃしん を） 1 撮る とる とらない とって とった

016 ならいます 1 習う ならう ならわない ならって ならった

182 ならびます 1 並ぶ ならぶ ならばない ならんで ならんだ
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183 ならべます 2 並べる ならべる ならべない ならべて ならべた

190 なります 1 なる なる ならない なって なった

150 ぬぎます 1 脱ぐ ぬぐ ぬがない ぬいで ぬいだ

022 ねます （よる 11じ に） 2 寝る【就寝】 ねる ねない ねて ねた

023 ねます （８じかん） 2 寝る【睡眠】

095 のぼります 1 登る のぼる のぼらない のぼって のぼった

008 のみます 1 飲む のむ のまない のんで のんだ

057 のります 1 乗る【乗車】 のる のらない のって のった

059 のります 1 乗る【利用】

027 はいります （おふろ に） 1 入る はいる はいらない はいって はいった

160 はいります （へや に） 1 入る はいる はいらない はいって はいった

145 はきます 1 はく はく はかない はいて はいた

019 はじまります 1 始まる はじまる はじまらない はじまって はじまった

055 はしります 1 走る はしる　　 はしらない はしって はしった

154 はずします 1 （外す） はずす はずさない はずして はずした

046 はたらきます 1 働く はたらく はたらかない はたらいて はたらいた

011 はなします 1 話す はなす はなさない はなして はなした

184 はれます 2 晴れる はれる はれない はれて はれた

100 ひきます （ギター を） 1 弾く ひく ひかない ひいて ひいた

179 ひきます （ドア を） 1 引く ひく ひかない ひいて ひいた

188 ふきます 1 吹く ふく ふかない ふいて ふいた

186 ふります 1 降る ふる ふらない ふって ふった

039 べんきょう　します 3 勉強　する
137 まがります 1 曲がる まがる まがらない まがって まがった

063 まちます 1 待つ まつ またない まって まった

156 みえます 2 見える みえる みえない みえて みえた

025 みがきます 1 磨く みがく みがかない みがいて みがいた

106 みせます 2 見せる みせる みせない みせて みせた

001 みます 2 見る みる みない みて みた

068 もって　いきます 1★ 持って　行く …いく …いかない …いって ★ …いった ★

069 もって　きます 3 持って　来る …くる　* …こない　* …きて　* …きた　*

119 もらいます 1 （貰う） もらう もらわない もらって もらった

047 やすみます 1 休む【休憩】 やすむ やすまない やすんで やすんだ

048 やすみます 1 休む【欠席】

062 よびます 1 呼ぶ よぶ よばない よんで よんだ

005 よみます 1 読む よむ よまない よんで よんだ

028 りょうり　します 3 料理　する
092 りょこう　します 3 旅行　する
044 れんしゅう　します 3 練習　する
065 わかれます 2 別れる わかれる わかれない わかれて わかれた

042 わすれます 2 忘れる わすれる わすれない わすれて わすれた

136 わたります 1 渡る わたる わたらない わたって わたった
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じしょ ～ない ～て ～た

064 あいます 会う あう あわない あって あった

024 あらいます 洗う あらう あらわない あらって あらった

195 いいます 言う いう いわない いって いった

101 うたいます 歌う うたう うたわない うたって うたった

199 おもいます 思う おもう おもわない おもって おもった

035 かいます 買う かう かわない かって かった

123 つかいます 使う つかう つかわない つかって つかった

016 ならいます 習う ならう ならわない ならって ならった

119 もらいます （貰う） もらう もらわない もらって もらった

070 たちます 立つ たつ たたない たって たった

063 まちます 待つ まつ またない まって まった

180 あつまります 集まる あつまる あつまらない あつまって あつまった

108 うります 売る うる うらない うって うった

020 おわります 終わる おわる おわらない おわって おわった

050 かえります 帰る かえる かえらない かえって かえった

153 かぶります （被る） かぶる かぶらない かぶって かぶった

124 きります 切る きる きらない きって きった

185 くもります 曇る くもる くもらない くもって くもった

173 しまります 閉まる しまる しまらない しまって しまった

071 すわります 座る すわる すわらない すわって すわった

122 つくります 作る つくる つくらない つくって つくった

189 てります 照る てる てらない てって てった

140 とおります 通る とおる とおらない とおって とおった

141 とまります 止まる とまる とまらない とまって とまった

073 とります 取る とる とらない とって とった

096  （しゃしん を）とります 撮る とる とらない とって とった

190 なります なる なる ならない なって なった

095 のぼります 登る のぼる のぼらない のぼって のぼった

057 のります 乗る【乗車】

059 のります 乗る【利用】

027  （おふろ に）はいります 入る
160  （へや に）はいります 入る
019 はじまります 始まる はじまる はじまらない はじまって はじまった

055 はしります 走る はしる はしらない はしって はしった

186 ふります 降る ふる ふらない ふって ふった

137 まがります 曲がる まがる まがらない まがって まがった

136 わたります 渡る わたる わたらない わたって わたった

172 あきます 開く あく あかない あいて あいた

056 あるきます 歩く あるく あるかない あるいて あるいた

118 いただきます （頂く） いただく いただかない いただいて いただいた

072 おきます 置く おく おかない おいて おいた

009  （じ を）かきます 書く
098  （え を）かきます （描く）

かく かかない かいて かいた

はいる はいらない はいって はいった

のる のらない のって のった
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002 ききます 聞く きく きかない きいて きいた

052  （いえ に）つきます 着く
166  （でんき が）つきます つく
145 はきます はく はく はかない はいて はいた

046 はたらきます 働く はたらく はたらかない はたらいて はたらいた

100  （ギター を）ひきます 弾く
179  （ドア を）ひきます 引く
188 ふきます 吹く ふく ふかない ふいて ふいた

025 みがきます 磨く みがく みがかない みがいて みがいた

094 およぎます 泳ぐ およぐ およがない およいで およいだ

150 ぬぎます 脱ぐ ぬぐ ぬがない ぬいで ぬいだ

008 のみます 飲む のむ のまない のんで のんだ

047 やすみます 休む【休憩】

048 やすみます 休む【欠席】

005 よみます 読む よむ よまない よんで よんだ

103 あそびます 遊ぶ あそぶ あそばない あそんで あそんだ

142 とびます 飛ぶ とぶ とばない とんで とんだ

182 ならびます 並ぶ ならぶ ならばない ならんで ならんだ

062 よびます 呼ぶ よぶ よばない よんで よんだ

178 おします 押す おす おさない おして おした

112 かえします 返す かえす かえさない かえして かえした

110 かします 貸す かす かさない かして かした

126  （じ を）けします 消す
169  （でんき を）けします 消す
163 だします 出す だす ださない だして だした

154 はずします （外す） はずす はずさない はずして はずした

011 はなします 話す はなす はなさない はなして はなした

026 あびます 浴びる あびる あびない あびて あびた

078 います いる【存在】 いる いない いて いた

021 （あさ ７じ に）おきます 起きる おきる おきない おきて おきた

058 おります 降りる【下車】 おりる おりない おりて おりた

111 かります 借りる かりる かりない かりて かりた

144  （セーター を）きます 着る きる きない きて きた

001 みます 見る みる みない みて みた

176 あけます 開ける あける あけない あけて あけた

117 あげます （上げる） あげる あげない あげて あげた

181 あつめます 集める あつめる あつめない あつめて あつめた

162 いれます 入れる いれる いれない いれて いれた

015 おしえます 教える おしえる おしえない おしえて おしえた

041 おぼえます 覚える おぼえる おぼえない おぼえて おぼえた

152  （めがね を）かけます かける かける かけない かけて かけた

167 きえます 消える きえる きえない きえて きえた

157 きこえます 聞こえる きこえる きこえない きこえて きこえた

つく つかない ついて ついた

ひく ひかない ひいて ひいた

やすむ やすまない やすんで やすんだ

けす けさない けして けした
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121 くれます くれる くれる くれない くれて くれた

130 こたえます 答える こたえる こたえない こたえて こたえた

116 さしあげます （差し上げる）さしあげる さしあげない さしあげて さしあげた

148  （ネクタイ を）しめます 締める
177 （ドア を） しめます 閉める
194 たずねます （尋ねる） たずねる たずねない たずねて たずねた

003 たべます 食べる たべる たべない たべて たべた

104 つかれます 疲れる つかれる つかれない つかれて つかれた

168 つけます （でんき を） つける つける つけない つけて つけた

102 でかけます 出かける でかける でかけない でかけて でかけた

051 でます 出る でる でない でて でた

183 ならべます 並べる ならべる ならべない ならべて ならべた

022  （よる 11じ に）ねます 寝る【就寝】

023  （８じかん）ねます 寝る【睡眠】

184 はれます 晴れる はれる はれない はれて はれた

156 みえます 見える みえる みえない みえて みえた

106 みせます 見せる みせる みせない みせて みせた

065 わかれます 別れる わかれる わかれない わかれて わかれた

042 わすれます 忘れる わすれる わすれない わすれて わすれた

034 かいもの　します 買物　する
043 サッカー　します …　   する
090 さんぽ　します 散歩　する
038 しごと　します 仕事　する
129 しつもん　します 質問　する
037 ジョギング　します …　   する
030 せんたく　します 洗濯　する
032 そうじ　します 掃除　する
061 でんわ　します 電話　する
039 べんきょう　します 勉強　する
028 りょうり　します 料理　する
092 りょこう　します 旅行　する
044 れんしゅう　します 練習　する
053  （うち へ）きます 来る くる こない きて きた

067 つれて　きます 連れて　来る つれてくる つれてこない つれてきて つれてきた

069 もって　きます 持って　来る もってくる もってこない もってきて もってきた

074 あります ある【存在】

114 あります ある【所有】

049 いきます 行く いく いかない  ★ いって  ★ いった

066 つれて　いきます 連れて　行く つれていく つれていかない ★つれていって★つれていった

068 もって　いきます 持って　行く もっていく もっていかない  ★もっていって ★もっていった

120 　★ くださいます （下さる） くださる くださらない くださって くださった

ねない ねて ねた

しめる しめない しめて しめた
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する しない して した

ある  ★ ない あって あった

　例外（れいがい）　★
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