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Verbal Adjective Conjugation List 動詞形容詞活用表 

Verb Conjugation List | 動詞活用表 ● 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 
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● 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 
 
 
 



● Ru-verb ● 

Meaning Masu-form 
Dictionary 

form 
Te-form Ta-fom Nai-form 

be [living things] います いる いて いた いない 

open あけます あける あけて あけた あけない 

wake up おきます おきる おきて おきた おきない 

be late おくれます おくれる おくれて おくれた おくれない 

teach おしえます おしえる おしえて おしえた おしえない 

change かえます かえる かえて かえた かえない 

borrow かります かりる かりて かりた かりない 

put on(upper body) きます きる きて きた きない 

eat たべます たべる たべて たべた たべない 

get tired つかれます つかれる つかれて つかれた つかれない 

go out でかけます でかける でかけて でかけた でかけない 

sleep ねます ねる ねて ねた ねない 

show みせます みせる みせて みせた みせない 

see/look/watch みます みる みて みた みない 

forget わすれます わすれる わすれて わすれた わすれない 

 

● Irregular-verb ● 

Meaning Masu-form 
Dictionary 

form 
Te-form Ta-fom Nai-form 

fill in きにゅうします きにゅうする きにゅうして きにゅうした きにゅうしない 

be [nonliving things] あります ある あって あった ない 

come きます くる きて きた こない 

cancel キャンセルします キャンセルする キャンセルして キャンセルした キャンセルしない 

take a walk さんぽします さんぽする さんぽして さんぽした さんぽしない 

work しごとします しごとする しごとして しごとした しごとしない 

try on しちゃくします しちゃくする しちゃくして しちゃくした しちゃくしない 

do/play します する して した しない 

jog ジョギングします ジョギングする ジョギングして ジョギングした ジョギングしない 

order ちゅうもんします ちゅうもんする ちゅうもんして ちゅうもんした ちゅうもんしない 

phone/call でんわします でんわする でんわして でんわした でんわしない 

study べんきょうします べんきょうする べんきょうして べんきょうした べんきょうしない 

bring(things) もってきます もってくる もってきて もってきた もってこない 

relax ゆっくりします ゆっくりする ゆっくりして ゆっくりした ゆっくりしない 

reserve よやくします よやくする よやくして よやくした よやくしない 

contact れんらくします れんらくする れんらくして れんらくした れんらくしない 



● Ru-verb ● 

Meaning Masu-form 
Dictionary 

form 
Te-form Ta-fom Nai-form 

be [living things] imasu iru ite ita inai 

Open akemasu akeru akete aketa akenai 

wake up okimasu okiru okite okita okinai 

be late okuremasu okureru okurete okureta okurenai 

teach oshiemasu oshieru oshiete oshieta oshienai 

change kaemasu kaeru kaete kaeta kaenai 

borrow karimasu kariru karite karita karinai 

put on(upper body) kimasu kiru kite kita kinai 

eat tabemasu taberu tabete tabeta tabenai 

get tired tsukaremasu tsukareru tsukarete tsukareta tsukarenai 

go out dekakemasu dekakeru dekakete dekaketa dekakenai 

sleep nemasu neru nete neta nenai 

show misemasu miseru misete miseta misenai 

see/look/watch mimasu miru mite mita minai 

forget wasuremasu wasureru wasurete wasureta wasurenai 

 

● Irregular-verb ● 

Meaning Masu-form 
Dictionary 

form 
Te-form Ta-fom Nai-form 

fill in kinyū shimasu kinyū suru kinyū shite kinyū shita kinyū shinai 

be [nonliving things] arimasu aru ate atta nai 

come kimasu kuru kite kita konai 

cancel kyanseru shimasu kyanseru suru kyanseru shite kyanseru shita kyanseru shinai 

take a walk sampo shimasu sampo suru sampo shite samposhita sampo shinai 

work shigoto shimasu shitoto suru shigoto shite shigoto shita shigoto shinai 

try on shichaku shimasu shichaku suru sichaku shite shichaku shita shichaku shinai 

do/play shimasu suru shite shita shinai 

jog jogingu shimasu jogingu suru jogingu shite jogingu shita jogingu shinai 

order chūmon shimasu chūmon suru chūmon shite chūmon shita chūmon shinai 

phone/call denwa shimasu denwa suru denwa shite denwa shita denwa shinai 

study benkyō shimasu benkyō suru benkyō shite benkyō shita benkyō shinai 

bring(things) motte kimasu motte kuru motte kite motte kita motte konai 

relax yukkuri shimasu yukkuri suru yukkuri shite yukkuri shita yukkuri shinai 

reserve yoyaku shimasu yoyaku suru yoyaku shite yoyaku shita yoyaku shinai 

contact renraku shimasu renraku suru renraku shite renraku shita renraku shinai 



Adjective Conjugation List | 形容詞活用表 

● I-adjective ● 

Meaning 
Non-Past Past 
Affir.(+です) Neg.(+です) Affir.(+です) Neg.(+です) 

smart/wise あたまがいい あたまがよくない あたまがよかっ
た あたまがよくなかった 

bright あかるい あかるくない あかるかった あかるくなかった 

new あたらしい あたらしくない あたらしかった あたらしくなかった 

hot あつい あつくない あつかった あつくなかった 

dangerous あぶない あぶなくない あぶなかった あぶなくなかった 

good/fine いい よくない よかった よくなかった 

busy いそがしい いそがしくない いそがしかった いそがしくなかった 

noisy うるさい うるさくない うるさかった うるさくなかった 

delicious/tasty おいしい おいしくない おいしかった おいしくなかった 

big おおきい おおきくない おおきかった おおきくなかった 

heavy おもい おもくない おもかった おもくなかった 

interesting/fun おもしろい おもしろくない おもしろかった おもしろくなかった 

good-looking/cool かっこいい かっこよくない かっこよかった かっこよくなかった 

light/lightweight かるい かるくない かるかった かるくなかった 

pretty/cute かわいい かわいくない かわいかった かわいくなかった 

dirty きたない きたなくない きたなかった きたなくなかった 

feel good きもちいい きもちよくない きもちよかった きもちよくなかった 

dark くらい くらくない くらかった くらくなかった 

scary/feel fear こわい こわくない こわかった こわくなかった 

cold[weather] さむい さむくない さむかった さむくなかった 

great すごい すごくない すごかった すごくなかった 

wonderful すばらしい すばらしくない すばらしかった すばらしくなかった 

tall せがたかい せがたかくない せがたかかった せがたかくなかった 

short(in height) せがひくい せがひくくない せがひくかった せがひくくなかった 

narrow せまい せまくない せまかった せまくなかった 

expensive/high たかい たかくない たかかった たかくなかった 

enjoyable/fun たのしい たのしくない たのしかった たのしくなかった 

small ちいさい ちいさくない ちいさかった ちいさくなかった 

close/near ちかい ちかくない ちかかった ちかくなかった 

boring つまらない つまらなくない つまらなかった つまらなくなかった 

cold[thing] つめたい つめたくない つめたかった つめたくなかった 

strong つよい つよくない つよかった つよくなかった 

far とおい とおくない とおかった とおくなかった 

long ながい ながくない ながかった ながくなかった 

 



● I-adjective ● 

Meaning 
Non-Past Past 

Affir.(+です) Neg.(+です) Affir.(+です) Neg.(+です) 
smart/wise atama ga ii atama ga yokunai atama ga yokatta atama ga yokunakatta 

bright akarui akarukunai akarukatta akarukunakatta 

new atarashii atarashikunai atarashikatta atarashikunakatta 

hot atsui atsukunai atsukatta atsukunakatta 

dangerous abunai abunakunai abunakatta abunakunakatta 

good/fine ii yokunai yokatta yokunakatta 

busy isogashii isogashikunai isogashikatta isogashikunakatta 

noisy urusai urusakunai urusakatta urusakunakatta 

delicious/tasty oishii oishikunai oishikatta oishikunakatta 

big ōkii ōkikunai ōkikatta ōkikunakatta 

heavy omoi omokunai omokatta omokunakatta 

interesting/fun omoshiroi omoshirokunai omoshirokatta omoshirokunakatta 

good-looking/cool kakko ii kakko yokunai kakko yokatta kakkoyokunakatta 

light/lightweight karui karukunai karukatta karukunakatta 

pretty/cute kawaii kawaikunai kawaikatta kawaikunakatta 

dirty kitanai kitanakunai kitanakatta kitanakunakatta 

feel good kimochi ii kimochi yokunai kimochi yokatta kimochi yokunakatta 

dark kurai kurakunai kurakatta kurakunakatta 

scary/feel fear kowai kowakunai kowakatta kowakunakatta 

cold[weather] samui samukunai samukatta samukunakatta 

great sugoi sugokunai sugokatta sugokunakatta 

wonderful subarashii subarashikunai subarashikatta subarashikunai 

tall se ga takai se ga takakunai se ga takakatta se ga takakunakatta 

short(in height) se ga hikui se ga hikukunai se ga hikukatta se ga hikukunakatta 

narrow semai semakunai semakatta semakunakatta 

expensive/high takai takakunai takakatta takakunakatta 

enjoyable/fun tanoshii tanoshikunai tanoshikatta tanoshikunakatta 

small chiisai chiisakunai chiisakatta chiisakunakatta 

close/near chikai chikakunai chikakatta chikakunakatta 

boring tsumaranai tsumaranakunai tsumaranakatta tsumaranakunakatta 

cold[thing] tsumetai tsumetakunai tsumetakatta tsumetakunakatta 

strong tsuyoi tsuyokunai tsuyokatta tsuyokunakatta 

far tōi tōkunai tōkatta tōkunakatta 

long nagai nagakunai nagakatta nagakunakatta 

  



Meaning 
Non-Past Past 

Affir.(+です) Neg.(+です) Affir.(+です) Neg.(+です) 

old ふるい ふるくない ふるかった ふるくなかった 

wide/large[space] ひろい ひろくない ひろかった ひろくなかった 

taste bad まずい まずくない まずかった まずくなかった 

short みじかい みじかくない みじかかった みじかくなかった 

difficult むずかしい むずかしくない むずかしかった むずかしくなかった 

easy/kind やさしい やさしくない やさしかった やさしくなかった 

cheap やすい やすくない やすかった やすくなかった 

weak よわい よわくない よわかった よわくなかった 

young わかい わかくない わかかった わかくなかった 

 

● Na-adjective ● 

Meaning 
Non-Past Past 

Affirmative Negative Affimative Negative 

easy かんたんです かんたんじゃありま
せん 

かんたんでし
た 

かんたんじゃありません
でした 

safe あんぜんです あんぜんじゃありま
せん 

あんぜんでし
た 

あんぜんじゃありません
でした 

clean/beautiful きれいです きれいじゃありま
せん きれいでした きれいじゃありませんで

した 

fine げんきです げんきじゃありま
せん げんきでした げんきじゃありませんで

した 

quiet しずかです しずかじゃありま
せん しずかでした しずかじゃありませんで

した 

skillful/good じょうずです じょうずじゃありま
せん 

じょうずでし
た 

じょうずじゃありません
でした 

simple シンプルです シンプルじゃありま
せん 

シンプルでし
た 

シンプルじゃありません
でした 

like/favorite すきです すきじゃありませ
ん すきでした すきじゃありませんでし

た 

hard/tough/terrible たいへんです たいへんじゃありま
せん 

たいへんでし
た 

たいへんじゃありません
でした 

lively にぎやかです にぎやかじゃありま
せん 

にぎやかでし
た 

にぎやかじゃありません
でした 

free/not busy ひまです ひまじゃありませ
ん ひまでした ひまじゃありませんでし

た 

complicated ふくざつです ふくざつじゃありま
せん 

ふくざつでし
た 

ふくざつじゃありません
でした 

friendly フレンドリーです ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰじゃありま
せん 

フレンドリーでし
た 

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰじゃありませんで
した 

unskillful/bad へたです へたじゃありませ
ん へたでした へたじゃありませんでし

た 

convenient べんりです べんりじゃありま
せん べんりでした べんりじゃありませんで

した 

serious まじめです まじめじゃありま
せん まじめでした まじめじゃありませんで

した 

famous ゆうめいです ゆうめいじゃありま
せん 

ゆうめいでし
た 

ゆうめいじゃありません
でした 

selfish わがままです わがままじゃありま
せん 

わがままでし
た 

わがままじゃありません
でした 



Meaning 
Non-Past Past 

Affir.(+です) Neg.(+です) Affir.(+です) Neg.(+です) 

old furui furukunai furukatta hurukunakatta 

wide/large[space] hiroi hirokunai hirokatta hirokunakatta 

taste bad mazui mazukunai mazukatta mazukunakatta 

short mijikai mijikakunai mijikakatta mijikakunakatta 

difficult muzukashii muzukashikunai muzukashikatta muzukashikunakatta 

easy/kind yasashii yasashikunai yasashikatta yasashikunakatta 

cheap yasui yasukunai yasukatta yasukunakatta 

weak yowai yowakunai yowakatta yowakunakatta 

young wakai wakakunai wakakatta wakakunakatta 

 

● Na-adjective ● 
 

Meaning 
Non-Past Past 

Affirmative Negative Affimative Negative 

easy kantan desu kantan ja arimasen kantan deshita kantan ja arimasen deshita 

safe anzen desu anzen ja arimasen anzen deshita anzen ja arimasen deshita 

clean/beautiful kirei desu kirei ja arimasen kirei deshita kirei ja arimasen deshita 

fine genki desu genki ja arimasen genki deshita genki ja arimasen deshita 

quiet shizuka desu shizuka ja arimasen shizuka deshita shizuka ja arimasen deshita 

skillful/good jōze desu jōze ja arimasen jōze deshita jōze ja arimasen deshita 

simple shimpuru desu shimpuru ja arimasen shimpuru deshita shimpuru ja arimasen 
deshita 

like/favorite suki desu suki ja arimasen suki deshita suki ja arimasen deshita 

hard/tough/terrible taihen desu  taihen ja arimasen taihen deshita taihen ja arimasen deshita 

lively nigiyaka desu nigiyaka ja arimasen nigiyaka deshita nigiyaka ja arimasen deshita 

free/not busy hima desu hima ja arimasen hima deshita hima ja arimasen deshita 

complicated fukuzatsu desu fukuzatsu ja arimasen fukuzatsu deshita fukuzatsu ja arimasen 
deshita 

friendly furendorī desu  furendorī ja arimasen furendorī deshita furendorī ja arimasen 
deshita 

unskillful/bad heta desu heta ja arimasen heta deshita heta ja arimasen deshita 

convenient benri desu benri ja arimasen benri deshita benri ja arimasen deshita 

serious majime desu majime ja arimasen majime deshita majime ja arimasen deshita 

famous yūmei desu yūmei ja arimasen yūmei deshita yūmei ja arimasen deshita 

selfish wagamama desu wagamama ja arimasen wagamama 
dehsita 

wagamama ja arimasen 
deshita 
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