
MLC Meguro Language Center

121 verbs  (for JLPT Ｎ５)

グループ　１

～きます
Present Positive
Dictionary form

Present Negative
ない-form

Past Positive
た-form

Past Negative
なかった-form

1 あきます open (v.i.: [something] opens.) あく あかない あいた あかなかった

2 あるきます walk あるく あるかない あるいた あるかなかった

3 いきます go いく いかない いった いかなかった

4 おきます put, place おく おかない おいた おかなかった

5 かきます write, draw かく かかない かいた かかなかった

6 ききます listen, hear, ask きく きかない きいた きかなかった

7 さきます bloom, floewr さく さかない さいた さかなかった

8 つきます arrive つく つかない ついた つかなかった

9 なきます sing (bird), bark (dog), mew (cat) なく なかない ないた なかなかった

10 はきます put on (shoes), wear (pants) はく はかない はいた はかなかった

11 はたらきます work はたらく はたらかない はたらいた はたらかなかった

12 ひきます pull ひく ひかない ひいた ひかなかった

13 ひきます play piano, guiter ひく ひかない ひいた ひかなかった

14 ふきます breathe out, play (the flute) ふく ふかない ふいた ふかなかった

15 みがきます polish, brush みがく みがかない みがいた みがかなかった

～ぎます

16 およぎます swim およぐ およがない およいだ およがなかった

17 ぬぎます take off, undress ぬぐ ぬがない ぬいだ ぬがなかった

～します

18 おします push おす おさない おした おさなかった

19 かえします return, give [hand] something back かえす かえさない かえした かえさなかった

20 かします lend かす かさない かした かさなかった

21 けします turn off, put out けす けさない けした けさなかった

22 さします put （up an umbrella） さす ささない さした ささなかった

23 だします post  （てがみを～） だす ださない だした ださなかった

24 なくします lose なくす なくさない なくした なくさなかった

25 はなします speak, talk, tell はなす はなさない はなした はなさなかった

26 わたします hand over わたす わたさない わたした わたさなかった

～にます

27 しにます die しぬ しなない しんだ しななかった

～びます

28 あそびます play あそぶ あそばない あそんだ あそばなかった

29 よびます call, invite よぶ よばない よんだ よばなかった

～みます

30 すみます live (in) すむ すまない すんだ すまなかった

31 たのみます ask, order たのむ たのまない たのんだ たのまなかった

32 のみます drink のむ のまない のんだ のまなかった

33 やすみます
take a rest, have a day off,
be absent やすむ やすまない やすんだ やすまなかった

34 よみます read よむ よまない よんだ よまなかった
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～います

35 あいます meet あう あわない あった あわなかった

36 あらいます wash あらう あらわない あらった あらわなかった

37 いいます say, speak, tell, talk いう いわない いった いわなかった

38 うたいます sing うたう うたわない うたった うたわなかった

39 かいます buy かう かわない かった かわなかった

40 すいます smoke （たばこを～） すう すわない すった すわなかった

41 ちがいます be different, differ, be wrong ちがう ちがわない ちがった ちがわなかった

42 つかいます use つかう つかわない つかった つかわなかった

43 ならいます learn (from somebody) ならう ならわない ならった ならわなかった

～ちます

44 たちます stand up, pass (じかんが～) たつ たたない たった たたなかった

45 まちます wait まつ またない まった またなかった

46 もちます have, hold もつ もたない もった もたなかった

～ります

47 あります be (for inanimate things), have ある ない あった なかった

48 うります sell うる うらない うった うらなかった

49 おわります finish おわる おわらない おわった おわらなかった

50 かえります return, go home かえる かえらない かえった かえらなかった

51 かかります take (time, money) かかる かからない かかった かからなかった

52 かぶります put [one's hat]  on かぶる かぶらない かぶった かぶらなかった

53 ～がります [somebody] want to .... ～がる ～がらない ～がった ～がらなかった

54 きります cut きる きらない きった きらなかった

55 こまります be in trouble こまる こまらない こまった こまらなかった

56 しまります close (v.i.: [something] closes.) しまる しまらない しまった しまらなかった

57 しります know しる しらない しった しらなかった

58 すわります sit down すわる すわらない すわった すわらなかった

59 つくります make, form, cook つくる つくらない つくった つくらなかった

60 とまります stop (v.i.: [something] stops.) とまる とまらない とまった とまらなかった

61 とります take とる とらない とった とらなかった

62 なります become なる ならない なった ならなかった

63 のぼります climb のぼる のぼらない のぼった のぼらなかった

64 のります get on のる のらない のった のらなかった

65 はいります enter はいる はいらない はいった はいらなかった

66 はしります run はしる はしらない はしった はしらなかった

67 はじまります start (v.i.: [something] starts.) はじまる はじまらない はじまった はじまらなかった

68 はります put, stick （きってを～） はる はらない はった はらなかった

69 ふります fall (rain, snow) ふる ふらない ふった ふらなかった

70 まがります turn まがる まがらない まがった まがらなかった

71 やります do やる やらない やった やらなかった

72 わかります understand わかる わからない わかった わからなかった

73 わたります cross わたる わたらない わたった わたらなかった
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～eます

74 あけます open (v.t.: [somebody] opens ...) あける あけない あけた あけなかった

75 あげます give あげる あげない あげた あげなかった

76 いれます put in いれる いれない いれた いれなかった

77 うまれます be born うまれる うまれない うまれた うまれなかった

78 おしえます tell, teach おしえる おしえない おしえた おしえなかった

79 おぼえます memorize おぼえる おぼえない おぼえた おぼえなかった

80 かけます make a telephone call かける かけない かけた かけなかった

81 かけます put one's glasses on かける かけない かけた かけなかった

82 きえます go off, go out きえる きえない きえた きえなかった

83 こたえます answer, reply こたえる こたえない こたえた こたえなかった

84 しめます close (v.t.: [somebody] closes ...) しめる しめない しめた しめなかった

85 しめます tighten, tie しめる しめない しめた しめなかった

86 たべます eat たべる たべない たべた たべなかった

87 つかれます get tired つかれる つかれない つかれた つかれなかった

88 つけます turn on, light つける つけない つけた つけなかった

89 つとめます work for つとめる つとめない つとめた つとめなかった

90 でます leave, attend でる でない でた でなかった

91 ならべます line [things] up ならべる ならべない ならべた ならべなかった

92 はれます clear (up) はれる はれない はれた はれなかった

93 みせます show みせる みせない みせた みせなかった

94 わすれます forget わすれる わすれない わすれた わすれなかった

～iます

95 あびます　 take (take a shower) あびる あびない あびた あびなかった

96 います be (for living things), stay いる いない いた いなかった

97 おきます get up おきる おきない おきた おきなかった

98 おります get off おりる おりない おりた おりなかった

99 かります borrow, rent かりる かりない かりた かりなかった

100 きます wear, put on きる きない きた きなかった

101 できます can (do), be ready できる できない できた できなかった

102 みます see, watch, look みる みない みた みなかった

グループ　２
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103 かいぎ（を）します hold a meeting かいぎ（を）する かいぎ（を）しない かいぎ（を）した かいぎ（を）しなかった

104 かいもの（を）します shop, do shopping かいもの（を）する かいもの（を）しない かいもの（を）した かいもの（を）しなかった

105 けっこん（を）します marry, get married けっこん（を）する けっこん（を）しない けっこん（を）した けっこん（を）しなかった

106 コピー（を）します make a copy コピー（を）する コピー（を）しない コピー（を）した コピー（を）しなかった

107 さんぽ（を）します take a walk さんぽ（を）する さんぽ（を）しない さんぽ（を）した さんぽ（を）しなかった

108 しごと（を）します work しごと（を）する しごと（を）しない しごと（を）した しごと（を）しなかった

109 しつもん（を）します ask somebody a question しつもん（を）する しつもん（を）しない しつもん（を）した しつもん（を）しなかった

110 します do する しない した しなかった

111 しゅくだい（を）します do (one's) homework しゅくだい（を）する しゅくだい（を）しない しゅくだい（を）した しゅくだい（を）しなかった

112 せんたく（を）します wash (clothes etc.) せんたく（を）する せんたく（を）しない せんたく（を）した せんたく（を）しなかった

113 そうじ（を）します clean そうじ（を）する そうじ（を）しない そうじ（を）した そうじ（を）しなかった

114 でんわ（を）します make a telephone call でんわ（を）する でんわ（を）しない でんわ（を）した でんわ（を）しなかった

115 はなしをします talk, have a talk はなしをする はなしをしない はなしをした はなしをしなかった

116 パーティー（を）します give a party パーティー（を）する パーティー（を）しない パーティー（を）した パーティー（を）しなかった

117 べんきょう（を）します study べんきょう（を）する べんきょう（を）しない べんきょう（を）した べんきょう（を）しなかった

118 りょうり（を）します cook りょうり（を）する りょうり（を）しない りょうり（を）した りょうり（を）しなかった

119 りょこう（を）します take a trip りょこう（を）する りょこう（を）しない りょこう（を）した りょこう（を）しなかった

120 れんしゅう（を）します practice れんしゅう（を）する れんしゅう（を）しない れんしゅう（を）した れんしゅう（を）しなかった

121 きます come くる こない きた こなかった

Irregular
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