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 ない-formのつくりかた Answer 
 

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

 

 

      

 

します 

しない 

きます 

こない 

 

 

あ い う え お 

か き く け こ 

が ぎ ぐ げ ご 

さ し す せ そ 

た ち つ て と 

な に ぬ ね の 

は ひ ふ へ ほ 

ば び ぶ べ ぼ 

ま み む め も 

や  ゆ  よ 

ら り る れ ろ 

わ    を 

 グループ１の どうし (Group 1 verbs)  

～きます       

かきます かかない write  なきます なかない cry 

ききます きかない listen, hear, ask  いきます いかない go 

おきます おかない put, place    
 

～ぎます       

およぎます およがない swim  いそぎます いそがない hurry (up) 

～します       

おします おさない push  はなします はなさない talk, speak 

けします けさない turn off, erase     

～にます       

しにます しなない die     

       

       

ない-form ます-form 

～ます (5%)  

 おきます (get up) 

 おります (get off) 

 あびます (bathe) 

 きます (wear, put on) 

 みます (watch, see, look) 

 います (be, stay) 

 かります (borrow) 

 できます (can, be ready) 

i 
ない 

 

i 
a ない 

 

～ます 

 

～ます 

 ない 
e 

(w) 

(w) 

 
は～い。 
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～びます       

あそびます あそばない play, make a game  えらびます えらばない choose 

～みます       

のみます のまない drink  やすみます やすまない take a day off, rest 

よみます よまない read     

～います       

かいます かわない buy  うたいます うたわない sing 

いいます いわない say, tell  つかいます つかわない use 

すいます すわない smoke  わらいます わらわない laugh, smile 

～ちます       

まちます またない wait for  たちます たたない stand up 

～ります       

とります とらない take  かえります かえらない return 

のります のらない ride, get on  はしります はしらない run 

おくります おくらない send  すわります すわらない sit down   

 グループ 2の どうし (Group 2 verbs)  

～ます 

ねます ねない sleep  とめます とめない stop 

たべます たべない eat  みせます みせない show 

あげます あげない give  すてます すてない throw away 

あけます あけない open  つけます つけない turn on  

しめます しめない shut, close  おしえます おしえない teach, tell 

いれます いれない put in  わすれます わすれない 
forget, forget 

to take, leave 

～ます 

おきます おきない get up  みます みない see, watch, look 

おります おりない get off  います いない be, stay 

あびます あびない bathe  かります かりない borrow 

きます きない wear, put on  できます できない can, be ready 

 

 Irregular の どうし (Irregular verbs)  

します しない do  コピー（を）します  make a copy 

でんわ（を）します  call  パーティー（を）します  give a party 

べんきょう（を）します  study  びっくりします  be surprised 

しごと（を）します  work  きます こない come 

かいもの（を）します  shop  もってきます  bring (inanimate) 

 

i 

e 


