
Regular 1 (u )

ないform ますform Dic. form Kanji てform Usage

L4 あいます あう 会います meet あって
L4 かいます かう 買います buy かって
L6 すいます すう 吸います smoke すって  cigarettes: たばこを

L6 つかいます つかう 使います use つかって ～を

L6 てつだいます てつだう 手伝います help てつだって person/taskを

L4 まちます まつ 待ちます wait まって
L6 たちます たつ 立ちます stand たって
L6 もちます もつ 持ちます hold, carry もって ～を

L4 とります とる 撮ります take (a picture) とって
L4 わかります わかる 分かります understand わかって
L4 あります ある there is / I (etc.) have あって
L5 のります のる 乗ります ride のって
L5 やります やる do, perform やって
L3 かえります かえる 帰ります return かえって
L6 すわります すわる 座ります sit すわって seatに

L6 はいります はいる 入ります enter はいって

L3 のみます のむ 飲みます drink のんで
L3 よみます よむ 読みます read よんで
L6 やすみます やすむ 休みます (1) be absent, (2) rest やすんで (1) ～を

L6 あそびます あそぶ 遊びます play あそんで
L6 しにます しぬ 死にます die しんで

L4 かきます かく 書きます write かいて
L3, L5 ききます きく 聞きます listen, ask きいて

L5 およぎます およぐ 泳ぎます swim およいで
L6 いそぎます いそぐ 急ぎます hurry いそいで

L3 いきます いく 行きます go いって

L3 はなします はなす 話します speak はなして
L6 かえします かえす 返します return (things) かえして personに thingを

L6 けします けす 消します erase, turn off けして ～を

Regular 2 (ru )

ないform ますform Dic. form てform Usage

L3 たべます たべる 食べます eat たべて
L3 ねます ねる 寝ます sleep, go to bed ねて
L5 でかけます でかける 出かけます go out でかけて
L6 あけます あける 開けます open (something) あけて ～を

L6 おしえます おしえる 教えます teach, instruct おしえて personに thingを

L6 しめます しめる 閉めます close (something) しめて ～を

L6 つけます つける turn on (something) つけて ～を

L6 でんわを かけますかける 電話をかけます make a phone call かけて personに

L6 わすれます わすれる 忘れます forget, leave behind わすれて ～を

L3 おきます おきる 起きます get up おきて
L3 みます みる 見ます look at, watch みて
L4 います いる there is / I (etc.) have いて
L6 おります おりる 降ります get off おりて ～を

L6 かります かりる 借ります borrow かりて personに thingを

Irregular

ないform ますform Dic. form てform Usage

L3 きます くる 来ます come きて
L3 します する do して
L3 べんきょうします べんきょうする勉強します study べんきょうして

L6 つれてきます つれてくる 連れて来ます bring (person) つれてきて personを

L6 もってきます もってくる 持って来ます bring (thing) もってきて thingを


