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 １１３のどうし (113 verbs) 
 

 Group 1 (70%) Group 2 (30%) Irregular (2 words) 

ます-form ～ます 

u 

a ない 

 た-form  

a なかった 

 て-form  

 ～ます ～ます 

る る 

ない ない 

た た 

なかった なかった 

て て 

します 

する 

しない 

した 

しなかった 

して 

きます 

くる 

こない 

きた 

こなかった 

きて 

P
la

in
 

Present positive 
(Dictionary form) 

Present negative 
(ない- form) 

Past positive 
(た-form) 

Past negative 

(なかった- form) 

て-form 
 

 グループ１の どうし  

ます form 

Plain 

て-form  

Present positive Present negative Past positive Past negative 

Dictionary form ない-form た-form なかった-form 

～きます ～く ～かない ～いた ～かなかった ～いて  

かきます      write 

ききます      listen 

つきます      arrive 

はきます      wear, put 

おきます      put, place 

あるきます      walk 

みがきます      brush 

はたらきます      work 

いきます   ＊  ＊ go 

すきます      be empty 

       

～ぎます  ～ぐ ～がない ～いだ ～がなかった ～いで  

ぬぎます      take cloth off 

およぎます      swim 

いそぎます      be hurry 

       

～します ～す ～さない ～した ～さなかった ～して  

かします      lend 

けします      turn off 

はなします      talk 

かえします      give back 

さがします      look for  

なくします      lose 

おもいだします      recall, remember 

おとします      drop 

なおします      repair, fix 

i e i 
(25%) (5%) 

 

(w) 

（9 パターン） 

（9 パターン） 
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～にます ～ぬ ～なない ～んだ ～ななかった ～んで  

しにます      die 

      
 

～みます ～む ～まない ～んだ ～まなかった ～んで  

のみます      drink 

よみます      read 

すみます      live  

こみます      be crowded 

やすみます      have a break, 
take a day off 

たのみます      request 

       

～びます ～ぶ ～ばない ～んだ ～ばなかった ～んで  

よびます      call 

あそびます      play 

えらびます      choose 

はこびます      carry 

ころびます      fall over 

よろこびます      be glad 

      
 

～ちます ～つ ～たない ～った ～たなかった ～って  

たちます      stand up 

まちます      wait for  

もちます      hold 

      
 

～います ～う ～わない ～った ～わなかった ～って  

かいます      buy 

あいます      meet 

いいます      say 

すいます      smoke 

うたいます      sing 

つかいます      use 

ならいます      learn 

はらいます      pay 

わらいます      laugh 

あらいます      wash 

ひろいます      pick up 

もらいます      receive 

さそいます      invite 

てつだいます      help, assist 
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～ります ～る ～らない ～った ～らなかった ～って  

うります      sell 

とります      take 

のります      ride, get on 

ふります      fall (rain) 

あります  *1  *1  exist 

かえります      return 

はしります      run 

すわります      sit down 

つくります      make 

まがります      turn 

おくります      send 

いります   *2  *2 
need, 
be necessary 

おこります      get angry 

とまります      stop, stay 

わかります      understand 

ふとります      put weight on 

しゃべります      chat 

ことわります      refuse 

はいります      enter, go in, join 

おわります      finish, end 

*1 exception.     *2 ふつうは つかいません。”needed” は「ひつようだった」を つかいます。Te-form は「ひつようで」を つかいます。   

 

 グループ２の どうし   

～ます     

          

～ます ～る ～ない ～た ～なかった ～て  

ねます      sleep 

たべます      eat 

みせます      show 

つけます      turn on  

あげます      give 

くれます      give ... to me 

あけます      open 

しめます      shut 

いれます      put in 

でます      leave, go out 

おしえます      teach 

とめます      stop something 

e 
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すてます      throw away 

しらべます      check 

おぼえます      memorize 

わすれます      forget 

つかれます      get tired 

かんがえます      think, consider 

まちがえます      make a mistake 

つとめます      work (for) 

～ます 

        
       

～ます ～る ～ない ～た ～なかった ～て  

みます      see, watch  

います      be, exist 

できます      can do 

おきます      get up 

きます      wear, put on 

あびます      bathe 

かります      borrow 

おります      get off 

おちます      fall 

 Irregular の どうし  
       

します      do 

でんわ（を）します      telephone 

かいぎ（を）します      have a meeting 

かいもの（を）します      shop 

りょこう（を）します      take a trip 

せつめい（を）します      explain 

しごと（を）します      work 

しょうかい（を）します      introduce 

しゅっちょう（を）します      
go on a business 
trip 

うんてん（を）します      drive 

よやく（を）します      
make a 
reservation 

きます      come 

もってきます      bring (inanimate) 

つれてきます      bring (animate) 

 

i 


