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No. ます-form Meaning Group て-form ない-form

1 あいます meet 1 あって あわない

2 あけます open 2 あけて あけない

3 あげます give 2 あげて あげない

4 あそびます play 1 あそんで あそばない

5 あります be(for inanimate things), have 1 あって ない

6 あるきます walk 1 あるいて あるかない

7 いいます say, speak, tell, talk 1 いって いわない

8 いきます go 1 いって いかない

9 いそぎます be in a hurry 1 いそいで いそがない

10 いただきます eat (polite word for tabemasu) 1 いただいて いただかない

11 います be (for living things), stay 2 いて いない

12 いらっしゃいます is (polite word for imasu) 1 いらっしゃって いらっしゃらない

13 いれます put in 2 いれて いれない

14 うたいます sing 1 うたって うたわない

15 うります sell 1 うって うらない

16 うんてんをします drive Irregular うんてんをして うんてんをしない

17 えらびます choose 1 えらんで えらばない

18 おきます get up 2 おきて おきない

19 おくります send 1 おくって おくらない

20 おこります get angry 1 おこって おこらない

21 おしえます tell, teach 2 おしえて おしえない

22 おぼえます memorize 2 おぼえて おぼえない

23 およぎます swim 1 およいで およがない

24 おります get off 2 おりて おりない

25 おわります finish 1 おわって おわらない

26 かいぎをします hold a meeting Irregular かいぎをして かいぎをしない

27 かいます buy 1 かって かわない

28 かいものをします shop Irregular かいものをして かいものをしない

29 かえります return, go home 1 かえって かえらない

30 かかります take (time, money) 1 かかって かからない
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31 かきます write 1 かいて かかない

32 かします lend 1 かして かさない

33 かちます win 1 かって かたない

34 かります borrow 2 かりて かりない

35 がんばります do one's best 1 がんばって がんばらない

36 ききます listen, ask 1 きいて きかない

37 きます come Irregular きて こない

38 きります cut 1 きって きらない

39 きをつけます take care, be careful 2 きをつけて きをつけない

40 けします turn off 1 けして けさない

41 コピーをします make a copy Irregular コピーをして コピーをした

42 こみます be crowded 1 こんで こまない

43 さがします look for 1 さがして さがさない

44 さんぽをします take a walk Irregular さんぽをして さんぽをしない

45 しごとをします work Irregular しごとをして しごとをしない

46 します do Irregular して しない

47 （スポーツを）します play (sports) Irregular して しない

48 しにます die 1 しんで しなない

49 しめます close 2 しめて しめない

50 しゃしんをとります take a picture 1 しゃしんをとって しゃしんをとらない

51 ジョギングをします jog Irregular ジョギングをして ジョギングをしない

52 しょくじをします have a meal Irregular しょくじをして しょくじをしない

53 しります know 1 しって しらない

54 すみます live (in) 1 すんで すまない

55 すわります sit 1 すわって すわらない

56 せんたくをします wash Irregular せんたくをして せんたくをしない

57 そうじをします clean Irregular そうじをして そうじをしない

58 たちます stand up 1 たって たたない

59 たばこをすいます smoke 1 たばこをすって たばこをすわない

60 たべます eat 2 たべて たべない

61 チェックします check Irregular チェックして チェックしない

62 つかいます use 1 つかって つかわない

http://www.mlcjapanese.co.jp/ 2 / 4 



MLC Meguro Language Center

63 つかれます get tired 2 つかれて つかれない

64 つきます arrive 1 ついて つかない

65 つくります make 1 つくって つかわない

66 つけます turn on 2 つけて つけない

67 できます can(do), be ready 2 できて できない

68 でます leave 2 でて でない

69 でんわをします make a phone call Irregular でんわをして でんわをしない

70 とどけます deliver 2 とどけて とどけない

71 とめます stop, park 2 とめて とめない

72 なきます cry 1 ないて なかない

73 のみます drink 1 のんで のまない

74 のります get on 1 のって のらない

75 のんびりします relax Irregular のんびりして のんびりしない

76 はいります enter 1 はいって はいらない

77 はしります run 1 はしって はしらない

78 はたらきます work 1 はたらいて はたらかない

79 パーティーをします give a party Irregular パーティーをして パーティーをしない

80 はなしをします talk Irregular はなしをして はなしをしない

81 はらいます pay 1 はらって はらわない

82 びっくりします be surprised Irregular びっくりして びっくりしない

83 ふくしゅうをします review Irregular ふくしゅうをして ふくしゅうをしない

84 べんきょうします study Irregular べんきょうして べんきょうしない

85 まがります turn 1 まがって まがらない

86 まちがえます make a mistake 2 まちがえて まちがえない

87 まちます wait 1 まって またない

88 みせます show 2 みせて みせない

89 みます see, watch, look 2 みて みない

90 もちます have 1 もって もたない

91 もってきます bring Irregular もってきて もってこない

92 もらいます receive 1 もらって もらわない

93 やすみます take a easy/day off 1 やすんで やすまない

94 よみます read 1 よんで よまない
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95 よやくをします make a reservation Irregular よやくをして よやくをしない

96 りょうりをします cook Irregular りょうりをして りょうりをしない

97 りょこうをします take a trip Irregular りょこうをして りょこうをしない

98 わかります understand 1 わかって わからない

99 わすれます forget 2 わすれて わすれない

100 わらいます laugh, smile 1 わらって わらわない
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