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L18-23
BASE BASE Plt Prsnt Aff Prsnt Aff Prsnt Neg Base-/te/ 'to' MEANING
U-V　（＝ Consonant-ending Verbs）
うかがｗ 伺ｗ　 うかがいます うかがう うかがわない うかがって to humbly visit; to humbly ask　「を」；「に　を」
わるぐちを　いｗ 悪口を言ｗ わるぐちをいいます わるぐちをいう わるぐちをいわない わるぐちをいって to speak ill (of someone)
しりあｗ 知り合w しりあいます しりあう しりあわない しりあって to get acquainted [～と]
ちがｗ 違ｗ ちがいます ちがう ちがわない ちがって to be different; wrong
ひろｗ 拾ｗ ひろいます ひろう ひろわない ひろって to pick up (something)
まにあｗ 間に合ｗ まにあいます まにあう まにあわない まにあって to be in time
わるぐちを　いｗ 悪口を言ｗ わるぐちをいいます わるぐちをいう わるぐちをいわない わるぐちをいって to speak ill (of someone)
かｔ 勝ｔ かちます かつ かたない かって to win
～ておｒ ～ております ～ておる ～ておらない ～ておって extra-modest expression for ～ている
～でござｒ ～でございます＊ ～でござる ～てござらない ～でござって extra-modest expression for です
あやまｒ 謝ｒ あやまります あやまる あやまらない あやまって to apologize [―に　・・・を]
いなくなｒ いなくなります いなくなる いなくならない いなくなって (someone) is gone; to disappear
いらっしゃｒ ＊いらっしゃいます いらっしゃる いらっしゃらない いらっしゃって to [graciously] go; be; come [～に]
おｒ おります おる おらない おって extra-modest expression for いる
～ておｒ ～ております ～ておる ～ておらない ～ておって extra-modest expression for ～ている
おくｒ 送ｒ おくります おくる おくらない おくって to walk/drive (someone) [～を　―に]
おこｒ 怒ｒ おこります おこる おこらない おこって to get angry
おせわに　なｒ お世話になｒ おせわになります おせわになる おせわにならない おせわになって to be in someone's care
おっしゃｒ ＊おっしゃいます おっしゃる おっしゃらない おっしゃって to [graciously] say
おやすみに　なｒ お休みになｒ ーなります ーなる ーならない ーなって to [graciously] sleep; take a rest
きまｒ 決まｒ きまります きまる きまらない きまって to be decided 
くださｒ 下さｒ ＊くださいます くださる くださらない くださって to [graciously] give
けｒ＊ けります ける けらない けって to kick
ござｒ ございます＊ ござる ござらない ござって extra-modest expression for ある
～で　ござｒ ～で　ございます ～でござる ～でござらない ～でござって extra-modest expression for です
コピーを　とｒ コピーを取ｒ コピーをとります コピーをとる コピーをとらない コピーをとって to take a photocopy
ごらんに　なｒ ご覧になｒ ーなります ーなる ーならない ーなって to [graciously] see; look at [～を]
さわｒ 触ｒ さわります さわる さわらない さわって to touch  （～に）
しまｒ 閉まｒ しまります しまる しまらない しまって (something) closes
しゃべｒ＊ しゃべります しゃべる しゃべらない しゃべって to chat [～を]
たすかｒ 助かｒ たすかります たすかる たすからない たすかって to be helped; to be saved [～から]
つかまｒ 捕まｒ つかまります つかまる つかまらない つかまって to be arrested; to be caught
コピーを　とｒ コピーを取ｒ コピーをとります コピーをとる コピーをとらない コピーをとって to take a photocopy
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なぐｒ 殴ｒ なぐります なぐる なぐらない なぐって to strike; to hit; to punch
なくなｒ 無くなｒ なくなります なくなる なくならない なくなって to be lost; to disappear
なさｒ ＊なさいます なさる なさらない なさって to [graciously] do [～を]
おせわに　なｒ お世話になｒ おせわになります おせわになる おせわにならない おせわになって to be in someone's care
おやすみに　なｒ お休みになｒ ーなります ーなる ーならない ーなって to [graciously] sleep; take a rest
はｒ 貼ｒ はります はる はらない はって to post
はしｒ＊ 走ｒ はしります はしる はしらない はしって to run
ふｒ ふります ふる ふらない ふって to turn down (somebody); to reject; to jilt
まいｒ＊ 参ｒ まいります まいる まいらない まいって extra-modest expression for いく and くる
まがｒ 曲がｒ まがります まがる まがらない まがって to turn (right/left)   (corner を direction に）
めしあがｒ 召し上がｒ めしあがります めしあがる めしあがらない めしあがって to [graciously] eat or drink [～を]
もどｒ 戻ｒ もどります もどる もどらない もどって to return; to come back
やｒ やります やる やらない やって to give (to pets, plants, younger ciblings, etc.)
よｒ 寄ｒ よります よる よらない よって to stop by [～に]
たのｍ 頼ｍ たのみます たのむ たのまない たのんで to ask (a favor) [～を　―に]
つつｍ 包ｍ つつみます つつむ つつまない つつんで to wrap; to cover
ぬすｍ 盗ｍ ぬすみます ぬすむ ぬすまない ぬすんで to steal; to rob
ふｍ 踏ｍ ふみます ふむ ふまない ふんで to step on （～を）
やｍ やｍ やみます やむ やまない やんで (something) stops
ころｂ 転ｂ ころびます ころぶ ころばない ころんで to fall down
はこｂ 運ｂ はこびます はこぶ はこばない はこんで to carry
よｂ 呼ｂ よびます よぶ よばない よんで to call [～を]; invite [～を　―に]
あｋ 開ｋ あきます あく あかない あいて (something) opens
あるｋ 歩ｋ　　 あるきます あるく あるかない あるいて to walk
むかえに　いｋ 迎えに　いｋ むかえにいきます むかえにいく むかえにいかない むかえにいって to go to pick up (someone)
いただｋ 頂ｋ いただきます いただく いただかない いただいて extra-modest expression for たべる and のむ
おｋ 置ｋ おきます おく おかない おいて to put; to lay; to place
ほ（う）って　おｋ 放って　おｋ ほ（う）っておきます ほ（う）っておく ほ（う）っておかない ほ（う）っておいて to leave (someone/something) alone; to neglec
きが　つｋ 気が　付ｋ きがつきます きがつく きがつかない きがついて to notice
さｋ 咲ｋ さきます さく さかない さいて to bloom
つｋ つｋ つきます つく つかない ついて (something) turns on
きが　つｋ 気が　付ｋ きがつきます きがつく きがつかない きがついて to notice
ふｋ 吹ｋ ふきます ふく ふかない ふいて to blow
ほ（う）って　おｋ 放って　おｋ ほ（う）っておきます ほ（う）っておく ほ（う）っておかない ほ（う）っておいて to leave (someone/something) alone; to neglec
むかえに　いｋ 迎えに　いｋ むかえにいきます むかえにいく むかえにいかない むかえにいって to go to pick up (someone)
やｋ 焼ｋ やきます やく やかない やいて to bake
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わｋ 沸ｋ わきます わく わかない わいて (water) boils
いたｓ 致ｓ いたします いたす いたさない いたして extra-modest expression for する
おｓ 押ｓ おします おす おさない おして to press; to push [―を　・・・に]
おとｓ 落とｓ おとします おとす おとさない おとして to drop (something) [―を　・・・に]
おなかを　こわｓ おなかをこわします おなかをこわす おなかをこわさない おなかをこわして to have a stomachache
こわｓ 壊ｓ こわします こわす こわさない こわして to break [―を]
おなかを　こわｓ おなかをこわします おなかをこわす おなかをこわさない おなかをこわして to have a stomachache
さｓ 刺ｓ さします さす ささない さして to sting; to bite (bug); to stab
ひっこｓ 引っ越ｓ ひっこします ひっこす ひっこさない ひっこして to move (to another place to live)  [～に]
もうｓ 申ｓ もうします もうす　　 もうさない もうして extra-modest expression for いう
よごｓ 汚ｓ よごします よごす よごさない よごして to make … dirty [～を]

RU-V　（= Vowel-ending Verbs）
いじめ いじめます いじめる いじめない いじめて to bully
うけ 受け うけます うける うけない うけて to take ( an examination, interview, etc.)
おくれ 遅れ おくれます おくれる おくれない おくれて to be late
おち 落ち おちます おちる おちない おちて (something) drops
かえ 換え かえます かえる かえない かえて to change
かけ 掛け かけます かける かけない かけて to hang … down; to sit down for こしをかける
かんがえ 考え かんがえます かんがえる かんがえない かんがえて to think about; to consider [～を]
きえ 消え きえます きえる きえない きえて (something) goes off
きがえ 着替え きがえます きがえる きがえない きがえて to change clothes
きこえ 聞こえ きこえます きこえる きこえない きこえて to be audible   （～が）
けいかくをたて 計画を立て けいかくをたてます けいかくをたてるけいかくをたてない けいかくをたてて to make a plan
こわれ 壊れ こわれます こわれる こわれない こわれて (something) breaks
さしあげ 差し上げ さしあげます さしあげる さしあげない さしあげて humble expression for あげる
そだて 育て そだてます そだてる そだてない そだてて to raise; to bring up
たすけ 助け たすけます たすける たすけない たすけて to help; to rescue
ため ためます ためる ためない ためて to save (money)
つたえ 伝え つたえます つたえる つたえない つたえて to convey (message)
つづけ 続け つづけます つづける つづけない つづけて to continue
はなれ 離れ はなれます はなれる はなれない はなれて (something/someone) separates; parts from
はれ 晴れ はれます はれる はれない はれて to become sunny
ほめ ほめます ほめる ほめない ほめて to praise; to say nice things
まけ 負け まけます まける まけない まけて to lose (a match)
またせ 待たせ またせます またせる またせない またせて to keep (someone) waiting
まちがえ 間違え まちがえます まちがえる まちがえない まちがえて to make a mistake
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みつけ 見つけ みつけます みつける みつけない みつけて to find
もて もてます もてる もてない もてて to be popular [～に]
よごれ 汚れ よごれます よごれる よごれない よごれて to become dirty

IRR-V
ｋ きます ＊くる ＊こない きて to come
もどって　ｋ 戻って　ｋ もどってきます もどってくる もどってこない もどってきて to comes back
ｓ します ＊する ＊しない して to do
～かおを　ｓ ～顔を　ｓ ～かおをします ～かおをする ～かおをしない ～かおをして to look … (facial expression)
えんりょ　ｓ 遠慮　ｓ えんりょします えんりょする えんりょしない えんりょして to refrain from [～を]
おねがい　ｓ お願い　ｓ おねがいします おねがいする おねがいしない おねがいして to pray for help
～かおを　ｓ ～顔を　ｓ ～かおをします ～かおをする ～かおをしない ～かおをして to look … (facial expression)
がっかり　ｓ がっかりします がっかりする がっかりしない がっかりして to be disappointed
がまん　ｓ 我慢　ｓ がまんします がまんする がまんしない がまんして to be tolerant/patient
こうかん　ｓ 交換　s こうかんします こうかんする こうかんしない こうかんして to exchange
ごちそう　ｓ 御馳走　ｓ ごちそうします ごちそうする ごちそうしない ごちそうして to treat/invite (someone) to a meal
さんせい　ｓ 賛成　ｓ さんせいします さんせいする さんせいしない さんせいして to agree
しっぱい　ｓ 失敗　ｓ しっぱいします しっぱいする しっぱいしない しっぱいして to fail; to be unsuccessful
じゅんび　ｓ 準備　s じゅんびします じゅんびする じゅんびしない じゅんびして to prepare
しょうたい　ｓ 招待　ｓ しょうたいします しょうたいする しょうたいしない しょうたいして to invite (someone) to an event/place
せいかつ　ｓ 生活s せいかつします せいかつする せいかつしない せいかつして to lead a life
せわを　ｓ 世話を　ｓ せわをします せわをする せわをしない せわをして to take care of …
ちゅうい　ｓ 注意　ｓ ちゅういします ちゅういする ちゅういしない ちゅういして to watch out; to give warning [～を]
ちゅうもん　ｓ 注文　ｓ ちゅうもんします ちゅうもんする ちゅうもんしない ちゅうもんして to place an order
てつや　ｓ 徹夜　ｓ てつやします てつやする てつやしない てつやして to stay up all night
どうじょう　ｓ 同情　ｓ どうじょうします どうじょうする どうじょうしない どうじょうして to sympathize
ばかに　ｓ ばかにします ばかにする ばかにしない ばかにして to insult; to make a fool of… （～を）
はなしを　ｓ 話を　ｓ はなしをします はなしをする はなしをしない はなしをして to have a talk
パンク　ｓ パンクします パンクする パンクしない パンクして （tire) goes flat
はんたい　ｓ 反対　ｓ はんたいします はんたいする はんたいしない はんたいして to oppose; to object to
びっくり　ｓ びっくりします びっくりする びっくりしない びっくりして to be surprised
ひるねを　ｓ 昼寝を　s ひるねをします ひるねをする ひるねをしない ひるねをして to take a nap
へんぴん　ｓ 返品　s へんぴんします へんぴんする へんぴんしない へんぴんして to return (merchandise)
ほんやく　ｓ 翻訳　ｓ ほんやくします ほんやくする ほんやくしない ほんやくして to translate
ゆうしょう　ｓ 優勝　ｓ ゆうしょうします ゆうしょうする ゆうしょうしない ゆうしょうして to win a championship
れんらく　ｓ 連絡　s れんらくします れんらくする れんらくしない れんらくして to contact （～に）



L18-23 5

Listed in the order of /U/-verb, /RU/-verb, /k/-irregular, and /s/-irregular
Listed by the ending sound of verb base in the order of /w/, /t/, /r/, /m/, /b/, /n/, /k/, /g/, and /s/ for /U/-verb
Listed by the ending sound of verb base in the order of /i/ and /e/ for /RU/-verb
Listed by the beginning sound in the /a-i-u-e-o/-order within each group
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