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● U-verb ● 

Meaning Masu-form Dictionary form Te-form Ta-fom Nai-form 

Keep(a luggage) あずかります あずかる あずかって あずかった あずからない 

meet あいます あう あって あった あわない 

Rain あめがふります あめがふる あめがふって あめがふった あめがふらない 

Walk あるきます あるく あるいて あるいた あるかない 

go いきます いく いって いった いかない 

hurry いそぎます いそぐ いそいで いそいだ いそがない 

think/guess/suppose おもいます おもう おもって おもった おもわない 

buy かいます かう かって かった かわない 

return(things) かえします かえす かえして かえした かえさない 

return/go home かえります かえる かえって かえった かえらない 

it takes(time)/cost かかります かかる かかって かかった かからない 

write/draw かきます かく かいて かいた かかない 

lend かします かす かして かした かさない 

do one’s help がんばります がんばる がんばって がんばった がんばらない 

listen/hear ききます きく きいて きいた きかない 

sit すわります すわる すわって すわった すわらない 

smoke(cigarettes) たばこをすいます たばこをすう たばこをすって たばこをすった たばこをすわない 

use つかいます つかう つかって つかった つかわない 

make つくります つくる つくって つくった つくらない 

give one’s help てつだいます てつだう てつだって てつだった てつだわない 

stop/stay(at a hotel) とまります とまる とまって とまった とまらない 

take(a picture) とります とる とって とった とらない 

drink のみます のむ のんで のんだ のまない 

enter はいります はいる はいって はいった はいらない 

put on(lower body) はきます はく はいて はいた はかない 

speak はなします はなす はなして はなした はなさない 

pay はらいます はらう はらって はらった はらわない 

turn まがります まがる まがって まがった まがらない 

wait まちます まつ まって まった またない 

receive/get もらいます もらう もらって もらった もらわない 

be absent/get rest やすみます やすむ やすんで やすんだ やすまない 

read よみます よむ よんで よんだ よまない 

understand/know わかります わかる わかって わかった わからない 



● U-verb ● 

Meaning Masu-form 
Dictionary 

form 
Te-form Ta-fom Nai-form 

Keep(a luggage) Azukarimasu Azukaru Azukatte Azukatta Azukaranai 

meet Aimasu au atte atta Awanai 

Rain ame ga furimasu ame ga furu ame ga futte ame ga futta ame ga furanai 

Walk arukimasu aruku aruite aruita arukanai 

go ikimasu iku itte itta ikanai 

hurry isogimasu isogu isoide isoida isoganai 

think/guess/suppose omoimasu omou omotte omotta omowanai 

buy kaimasu kau katte katta kawanai 

return(things) kaeshimasu kaesu kaeshite kaeshita kaesanai 

return/go home kaerimasu kaeru kaette kaetta kaeranai 

it takes(time)/cost kakarimasu kakaru kakatte kakatta kakaranai 

write/draw kakimasu kaku kaite kaita kakanai 

lend kashimasu kasu kashite kashita kasanai 

do one’s help gambarimasu gambaru gambatte gambatta gambaranai 

listen/hear kikimasu kiku kiite kiita kikanai 

sit suwarimasu suwaru suwatte suwatta suwaranai 

smoke(cigarettes) tabako o suimasu tabako o suu tabako o sutte tabako o sutta tabako o suwanai 

Use tsukaimasu tsukau tsukatte tsukatta tsukawanai 

make tsukurimasu tsukuru tsukutte tsukutta tsukuranai 

give one’s help tetsudaimasu tetsudau tetsudatte tetsudatta tetsudawanai 

stop/stay(at a hotel) tomarimasu tomaru tomatte tomatta tomaranai 

take(a picture) torimasu toru totte totta toranai 

drink nomimasu nomu nonde nonda nomanai 

enter hairimasu hairu haitte haitta hairanai 

put on(lower body) hakimasu haku haite haita hakanai 

speak hanashimasu hanasu hanashite hanasita hanasanai 

pay haraimasu harau haratte haratta harawanai 

turn magarimasu magaru magatte magatta magaranai 

wait machimasu matsu matte matta matanai 

receive/get moraimasu morau moratte moratta morawanai 

be absent/get rest yasumimasu yasumu yasunde yasunda yasumanai 

read yomimasu yomu yonde yonda yomanai 

understand/know wakarimasu wakaru wakatte wakatta wakaranai 

 


