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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 かく かかない かいた かかなかった かいて write 

ききます きく きかない きいた きかなかった きいて listen 

つきます つく つかない ついた つかなかった ついて arrive 

はきます はく はかない はいた はかなかった はいて wear, put on 

おきます おく おかない おいた おかなかった おいて put, place 

あるきます あるく あるかない あるいた あるかなかった あるいて walk 

みがきます みがく みがかない みがいた みがかなかった みがいて brush 

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

いきます いく いかない いった いかなかった  いって go 

すきます すく すかない すいた すかなかった すいて be empty 

       

～ぎます  ～ぐ ～がない ～いだ ～がなかった ～いで  

ぬぎます ぬぐ ぬがない ぬいだ ぬがなかった ぬいで take cloth off 

およぎます およぐ およがない およいだ およがなかった およいで swim 

いそぎます いそぐ いそがない いそいだ いそがなかった いそいで be hurry 

       

～します ～す ～さない ～した ～さなかった ～して  

かします かす かさない かした かさなかった かして lend 

けします けす けさない けした けさなかった けして turn off 

はなします はなす はなさない はなした はなさなかった はなして talk 

かえします かえす かえさない かえした かえさなかった かえして give back 

さがします さがす さがさない さがした さがさなかった さがして look for  

なくします なくす なくさない なくした なくさなかった なくして lose 

おもいだします おもいだす おもいださない おもいだした おもいださなかった おもいだして recall, remember 

おとします おとす おとさない おとした おとさなかった おとして drop 

なおします なおす なおさない なおした なおさなかった なおして repair, fix 

i e i 
(25%) (5%) 
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～にます ～ぬ ～なない ～んだ ～ななかった ～んで  

しにます しぬ しなない しんだ しななかった しんで die 

      
 

～みます ～む ～まない ～んだ ～まなかった ～んで  

のみます のむ のまない のんだ のまなかった のんで drink 

よみます よむ よまない よんだ よまなかった よんで read 

すみます すむ すまない すんだ すまなかった すんで live  

こみます こむ こまない こんだ こまなかった こんで be crowded 

やすみます やすむ やすまない やすんだ やすまなかった やすんで 
have a break, 
take a day off 

たのみます たのむ たのまない たのんだ たのまなかった たのんで request 

       

～びます ～ぶ ～ばない ～んだ ～ばなかった ～んで  

よびます よぶ よばない よんだ よばなかった よんで call 

あそびます あそぶ あそばない あそんだ あそばなかった あそんで play 

えらびます えらぶ えらばない えらんだ えらばなかった えらんで choose 

はこびます はこぶ はこばない はこんだ はこばなかった はこんで carry 

ころびます ころぶ ころばない ころんだ ころばなかった ころんで fall over 

よろこびます よろこぶ よろこばない よろこんだ よろこばなかった よろこんで be glad 

      
 

～ちます ～つ ～たない ～った ～たなかった ～って  

たちます たつ たたない たった たたなかった たって stand up 

まちます まつ またない まった またなかった まって wait for  

もちます もつ もたない もった もたなかった もって hold 

      
 

～います ～う ～わない ～った ～わなかった ～って  

かいます かう かわない かった かわなかった かって buy 

あいます あう あわない あった あわなかった あって meet 

いいます いう いわない いった いわなかった いって say 

すいます すう すわない すった すわなかった すって smoke 

うたいます うたう うたわない うたった うたわなかった うたって sing 

つかいます つかう つかわない つかった つかわなかった つかって use 

ならいます ならう ならわない ならった ならわなかった ならって learn 

はらいます はらう はらわない はらった はらわなかった はらって pay 

わらいます わらう わらわない わらった わらわなかった わらって laugh 

あらいます あらう あらわない あらった あらわなかった あらって wash 

ひろいます ひろう ひろわない ひろった ひろわなかった ひろって pick up 

もらいます もらう もらわない もらった もらわなかった もらって receive 

さそいます さそう さそわない さそった さそわなかった さそって invite 

てつだいます てつだう てつだわない てつだった てつだわなかった てつだって help, assist 
            

 

  

 

 



 Meguro Language Center  BP2-06 (202101) 

3/4 

       

～ります ～る ～らない ～った ～らなかった ～って  

うります うる うらない うった うらなかった うって sell 

とります とる とらない とった とらなかった とって take 

のります のる のらない のった のらなかった のって ride, get on 

ふります ふる ふらない ふった ふらなかった ふって fall (rain) 

あります ある *1ない あった *1なかった あって exist 

かえります かえる かえらない かえった かえらなかった かえって return 

はしります はしる はしらない はしった はしらなかった はしって run 

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

つくります つくる つくらない つくった つくらなかった つくって make 

まがります まがる まがらない まがった まがらなかった まがって turn 

おくります おくる おくらない おくった おくらなかった おくって send 

いります いる いらない *2 いらなかった *2 
need, 
be necessary 

おこります おこる おこらない おこった おこらなかった おこって get angry 

とまります とまる とまらない とまった とまらなかった とまって stop, stay 

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

ふとります ふとる ふとらない ふとった ふとらなかった ふとって put weight on 

しゃべります しゃべる しゃべらない しゃべった しゃべらなかった しゃべって chat 

ことわります ことわる ことわらない ことわった ことわらなかった ことわって refuse 

はいります はいる はいらない はいった はいらなかった はいって enter, go in, join 

おわります おわる おわらない おわった おわらなかった おわって 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 ねる ねない ねた ねなかった ねて sleep 

たべます たべる たべない たべた たべなかった たべて eat 

みせます みせる みせない みせた みせなかった みせて show 

つけます つける つけない つけた つけなかった つけて turn on  

あげます あげる あげない あげた あげなかった あげて give 

くれます くれる くれない くれた くれなかった くれて give ... to me 

あけます あける あけない あけた あけなかった あけて open 

しめます しめる しめない しめた しめなかった しめて shut 

いれます いれる いれない いれた いれなかった いれて put in 

でます でる でない でた でなかった でて leave, go out 

おしえます おしえる おしえない おしえた おしえなかった おしえて teach 

とめます とめる とめない とめた とめなかった とめて stop something 

e 
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すてます すてる すてない すてた すてなかった すてて throw away 

しらべます しらべる しらべない しらべた しらべなかった しらべて check 

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

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

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

かんがえます かんがえる かんがえない かんがえた かんがえなかった かんがえて think, consider 

まちがえます まちがえる まちがえない まちがえた まちがえなかった まちがえて make a mistake 

つとめます つとめる つとめない つとめた つとめなかった つとめて work (for) 

～ます 

        
       

～ます ～る ～ない ～た ～なかった ～て  

みます みる みない みた みなかった みて see, watch  

います いる いない いた いなかった いて be, exist 

できます できる できない できた できなかった できて can do 

おきます おきる おきない おきた おきなかった おきて get up 

きます きる きない きた きなかった きて wear, put on 

あびます あびる あびない あびた あびなかった あびて bathe 

かります かりる かりない かりた かりなかった かりて borrow 

おります おりる おりない おりた おりなかった おりて get off 

おちます おちる おちない おちた おちなかった おちて fall 

 Irregular の どうし  
       

します する しない した しなかった して do 

でんわ（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して telephone 

かいぎ（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して have a meeting 

かいもの（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して shop 

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

せつめい（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して explain 

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

しょうかい（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して introduce 

しゅっちょう（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して 
go on a business 
trip 

うんてん（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して drive 

よやく（を）します （を）する （を）しない （を）した （を）しなかった （を）して 
make a 
reservation 

きます くる こない きた こなかった きて come 

もってきます もってくる もってこない もってきた もってこなかった もってきて bring (inanimate) 

つれてきます つれてくる つれてこない つれてきた つれてこなかった つれてきて bring (animate) 

 

i 


