
　　　　　　　　　REGULAR VERB CONJUGATIONS/formal  
DICTIONARY PRES+ 　PRES- 　　　PAST+          PAST-
はじまる 始まる 始まります 始まりません 始まりました 始まりませんでした
はじめる 始める 始めます 始めません 始めました 始めませんでした
なる なる なります なりません なりました なりませんでした
いく 行き いきます　　 いきません いきました　 いきませんでした
くる 来る 来ます 来ません 来ました きませんでした
かえる 帰る 帰ります 帰りません 帰りました 帰りませんでした
もどる　 戻る 戻ります 戻りません 戻りました もどりませんでした
ある　　 ある あります ありません ありました ありませんでした
のむ 　 飲む 飲みます 飲みません 飲みました 飲みませんでした
かう　　 買う 買います 買いません かいました 買いませんでした
うる　　 売る 売ります 売りません 売りました 売りませんでした
はらう　 払う 払います 払いません 払いました 払いませんでした
かく　　 書く 書きます 書きません 書きました 書きませんでした
よむ　　 読む 読みます 読みません 読みました 読みませんでした
はなす　 話す 話します 話しません 話しました 話しませんでした
いう　　 言う 言います 言いません いいました 言いませんでした
きく　　 聞く　 聞きます 聞きません 聞きました 聞きませんでした
おもう　 思う 思います 思いません 思いました 思いませんでした
みつかる 見つかる 見つかります見つかりません見つかりました 見つかりませんでした
とまる　 泊まる 泊まります 泊まりません 泊まりました 泊まりませんでした
はたらく 働く 働きます 働きません 働きました 働きませんでした
がんばる 頑張る 頑張ります 頑張りません 頑張りました 頑張りませんでした
かかる　 掛かる 掛かります 掛かりません 掛かりました 掛かりませんでした
まつ　　 待つ 待ちます 待ちません 待ちました 待ちませんでした
あう　　 会う 会います 会いません 会いました 会いませんでした
あそぶ 遊ぶ 遊びます 遊びません 遊びました 遊びませんでした
なくす 無くす 無くします 無くしません 無くしました 無くしませんでした
およぐ 泳ぐ 泳ぎます 泳ぎません 泳ぎました 泳ぎませんでした
やる やる やります やりません やりました やりませんでした
すむ 住む 住みます 住みません 住みました 住みませんでした
ちがう 違う 違います 違いません 違いました 違いませんでした
おわる 終わる 終わります 終わりません 終わりました 終わりませんでした
さがす 探す 探せます 探せません 探せました 探せませんでした
かわる 変わる 変わります 変わりません 変わりました 変わりませんでした
もつ 持つ 持ちます 持ちません 持ちました 持ちませんでした つ
くる 作る 作ります 作りません 作りました 作りませんでした
おもいだす 思い出す思い出せます　思い出せません思い出せました思い出せませんでした
あるく 歩く 歩きます 歩きません 歩きました 歩きませんでした
はく 履く 履きます 履きません 履きました 履きませんでした
かぶる かぶる かぶります かぶりません かぶりました かぶりませんでした



まがる 曲がる 曲がります 曲がりません 曲がりました 曲がりませんでした
あがる 上がる 上がります 上がりません 上がりました 上がりませんでしたわ
らう 笑う 笑います 笑いません 笑いました 笑いませんでした 　　　　　　
おこる 怒る 怒ります 怒りません 怒りました 怒りませんでした
なく 泣く 泣きます 泣きません 泣きました 泣きませんでした　
首になるくびになる 首になります　首になりません首になりました首になりませんでした
わかる 分かる 分かります 分かりません 分かりました わかりませんでしたか
ぐ 嗅ぐ 嗅ぎます 嗅ぎません 嗅ぎました 嗅ぎませんでした は
こぶ 運ぶ 運びます 運びません 運びました 運びませんでした
けす 消す 消します 消しません 消しました 消しませんでした
ころす 殺す 殺します 殺しません 殺しました 殺しませんでした
しぬ 死ぬ 死にます 死にません 死にました 死にませんでした


