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BASE BASE Plt Prsnt Aff Prsnt Aff Prsnt Neg Base-/te/ 'to' MEANING Lesson
U-V　（＝ Consonant-ending Verbs）
あそｂ 遊ｂ あそびます あそぶ あそばない あそんで to play; to spend time pleasantly 6
いそｇ 急ｇ いそぎます いそぐ いそがない いそいで to hurry 6
およｇ 泳ｇ およぎます およぐ およがない およいで to swim 5
いｋ 行ｋ いきます いく いかない ＊いって to go 3
かｋ 書ｋ かきます かく かかない かいて to write 4
きｋ 聞ｋ ききます きく きかない きいて to listen to; to ask 3
はｋ 履ｋ はきます はく はかない はいて to put (e.g., a pant) on 7
ひｋ 弾ｋ ひきます ひく ひかない ひいて to play (an instrument) 9
もって　いｋ 持って　行もって　いきます もって　いく もって　いかない もっていって to take (something) 8
すｍ 住ｍ すみます すむ すまない すんで to live 7
のｍ 飲ｍ のみます のむ のまない のんで to drink 3
やすｍ 休ｍ やすみます やすむ やすまない やすんで to be absent; to rest 6
よｍ 読ｍ よみます よむ よまない よんで to read 3
しｎ 死ｎ しにます しぬ しなない しんで to die 6
あｒ 有ｒ あります ある ＊ない あって to be; to be located 4
いｒ 要ｒ いります いる いらない いって to need (lit., to be necessary) 8
おそく　なｒ 遅く　成ｒおそく　なります おそく　なる おそく　ならない おそく　なって to be late 8
おどｒ 踊ｒ おどります おどる おどらない おどって to dance 9
おわｒ 終わｒ おわります おわる おわらない おわって for something to end 9
かえｒ 帰ｒ かえります かえる かえらない かえって to return 3
かぶｒ 被ｒ かぶります かぶる かぶらない かぶって to put on (e.g., a hat) 7
きｒ 切り きります きる きらない きって to cut 8
しｒ 知ｒ しります しる しらない しって to get to know 7
すわｒ 坐ｒ すわります すわる すわらない すわって to sit down 6
つくｒ 作ｒ つくります つくる つくらない つくって to make 8
とｒ 撮ｒ とります とる とらない とって to take, as in take pictures 4
にんきが　あｒ 人気が　See あｒ. to be popular 9
のｒ 乗ｒ のります のる のらない のって to ride 5
はいｒ 入ｒ はいります はいる はいらない はいって to enter 6
はじまr 始まｒ はじまります はじまる はじまらない はじまって to begin 9
ふｒ 降ｒ ふります ふる ふらない ふって to fall from the heaven 8
ふとｒ 太ｒ ふとります ふとる ふとらない ふとって to gain weight 7
やｒ やります やる やらない やって to do 5
わかｒ 分かｒ わかります わかる わからない わかって to understand (lit., to be understandable) 4
かえｓ 返ｓ かえします かえす かえさない かえして to return (things) 6
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けｓ 消ｓ けします けす けさない けして to turn off; to erase 6
はなｓ 話ｓ はなします はなす はなさない はなして to speak; to talk 3
たｔ 立ｔ たちます たつ たたない たって to stand up 6
まｔ 待ｔ まちます まつ またない まって to wait for 4
もｔ 持ｔ もちます もつ もたない もって to hold; to carry 6
あｗ 会ｗ あいます あう あわない あって to meet; to see (a person) 4
あらｗ 洗ｗ あらいます あらう あらわない あらって to wash 8
いｗ 言ｗ いいます いう いわない いって to say 8
うたｗ 歌w うたいます うたう うたわない うたって to sing 7
おもｗ 思ｗ おもいます おもう おもわない おもって to think 8
かｗ 買ｗ かいます かう かわない かって to buy 4
すｗ 吸ｗ すいます すう すわない すって to breathe in; to suck 6
つかｗ 使ｗ つかいます つかう つかわない つかって to use 6
てつだｗ 手伝ｗ てつだいます てつだう てつだわない てつだって to give hands (to...) 6
もらｗ 貰ｗ もらいます もらう もらわない もらって to get … from someboy 9

RU-V　（= Vowel-ending Verbs）
あけ 開け あけます あける あけない あけて to open (something) 6
おしえ 教え おしえます おしえる おしえない おしえて to teach; to instruct 6
おぼえ 覚え おぼえます おぼえる おぼえない おぼえて to memorize 9
かけ 掛け かけます かける かけない かけて to call, as in make a phone call 6
かけ 掛け かけます かける かけない かけて to put, as in put glasses on 6
しめ 閉め しめます しめる しめない しめて to close (something) 6
たべ 食べ たべます たべる たべない たべて to eat 3
つけ 点け つけます つける つけない つけて to turn on 6
つとめ 勤め つとめます つとめる つとめない つとめて to work for … as a regular member 7
で 出 でます でる でない でて to appear; to attend; to exit 6
で 出 でます でる でない でて to appear; to attend; to exit 9
でかけ 出かけ でかけます でかける でかけない でかけて to go out 5
ね 寝 ねます ねる ねない ねて to sleep; to go to bed 3
はじめ 始め はじめます はじめる はじめない はじめて to begin (something) 8
やせ 痩せ やせます やせる やせない やせて to lose weight 7
わすれ 忘れ わすれます わすれる わすれない わすれて to forget; to leave … behind 6
い 居 います いる いない いて to be; stays (at …) 4
おき 起き おきます おきる おきない おきて to get up 3
おり 降り おります おりる おりない おりて to get off 6
かり 借り かります かりる かりない かりて to borrow 6
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き 着 きます きる きない きて to put on clothes (above waist) 7
ジロジロみ 見 ジロジロみます ジロジロみる ジロジロみない ジロジロみて to stare (at …) 8
み 見 みます みる みない みて to look at; to watch 3

IRR-V
ｋ 来 きます ＊くる ＊こない きて to come 3
つれて　ｋ 連れて　つれて　きます ＊つれて　くる ＊つれて　こない つれて　きて to bring (persons) 6
もって　ｋ 持って　来もって　きます ＊もって　くる ＊もって　こない もって　きて to bring (thngs) 6
ｓ します ＊する ＊しない して to do 3
テニスを　ｓ テニスをテニスを　します ＊テニスを　する ＊テニスを　しない テニスを　して to play tennis 3
うんてんs 運転s うんてんします ＊うんてんする ＊うんてんしない うんてんして to drive; to operate 8
うんどうｓ 運動ｓ うんどうします ＊うんどうする ＊うんどうしない うんどうして to do physical excercises 9
けっこんｓ 結婚ｓ けっこんします ＊けっこんする ＊けっこんしない けっこんして to get married 7
さんぽｓ 散歩s さんぽします ＊さんぽする ＊さんぽしない さんぽして to take a walk 9
せんたくｓ 洗濯s せんたくします ＊せんたくする ＊せんたくしない せんたくして to do laundry 8
そうじｓ 掃除ｓ そうじします ＊そうじする ＊そうじしない そうじして to clean 8
べんきょうｓ 勉強ｓ べんきょうします ＊べんきょうする ＊べんきょうしない べんきょうして to study 3
りょうりｓ 料理s りょうりします ＊りょうりする ＊りょうりしない りょうりして to cook 8
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