
～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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