
桑港学園 中級２ 太田 

Verb conjugation practice 

 

Instructions: Practice verb conjugations (verb types, masu-form after Week 1, te-form and ta-form after Week 2, and negative forms 

after Week 3).  Answer sheet is attached in the end, so check your answers. 

 

Verb 

Types 

Dictionary Form  Long Form  

(masu form) 

Te-Form Dic. Past  

(Ta-form) 

Dic.   

Present negative 

Dic. Past negative 

う 行く      

 来る      

 帰る      

 だす      

 かう      

 うる      

 勉強する      

 読む      

 書く      

 見る      

 聞く      

 ちゅうもんする      

 飲む      

 あげる      

 もらう      

 食べる      

 教える      

 ならう      

 かりる      

 かす      

 とる      

 つかう      

 はなす      



Verb 

Types 

Dictionary Form  Long Form  

(masu form) 

Te-Form Dic. Past  

(Ta-form) 

Dic.   

Present negative 

Dic. Past negative 

 言う      

 起きる      

 ねる      

 のる      

 はいる      

 まつ      

 よぶ      

 たつ      

 すわる      

 わかる      

 およぐ      

 つける      

 けす      

 あける      

 しめる      

 ある      

 けっこんする      

 しぬ      

 とどける      

 はる      

 こまる      

 いれる      

 もつ      

 あらう      

 でる      

 とる      

 

 

 



 

桑港学園 中級２ 太田 

 

Verb conjugation practice (answer sheet) 

 

 

 

 

Verb 

Types 

Dictionary Form  Long Form  

(masu form) 

Te-Form Dic. Past  

(Ta-form) 

Dic.   

Present negative 

Dic. Past negative 

う 行く いきます いって いった いかない いかなかった 

Ｇ３ 来る きます きて きた こない こなかった 

う 帰る かえります かえって かえった かえらない かえらなかった 

う 出す だします だして だした ださない ださなかった 

う 買う かいます かって かった かわない かわなかった 

Ｇ３ 勉強する べんきょうします べんきょうして べんきょうした べんきょうしない べんきょうしなかった 

う 読む よみます よんで よんだ よまない よまなかった 

う 書く かきます かいて かいた かかない かかなかった 

る 見る みます みて みた みない みなかった 

う 聞く ききます きいて きいた きかない きかなかった 

Ｇ３ ちゅうもんする ちゅうもんします ちゅうもんして ちゅうもんした ちゅうもんしない ちゅうもんしなかった 

う 飲む のみます のんで のんだ のまない のまなかった 

る あげる あげます あげて あげた あげない あげなかった 

う もらう もらいます もらって もらった もらわない もらわなかった 

る 食べる たべます たべて たべた たべない たべなかった 

る 教える おしえます おしえて おしえた おしえない おしえなかった 

う ならう ならいます ならって ならった ならわない ならわなかった 

る かりる かります かりて かりた かりない かりなかった 

う かす かします かして かした かさない かさなかった 

う とる とります とって とった とらない とらなかった 

う つかう つかいます つかって つかった つかわない つかわなかった 

う はなす はなします はなして はなした はなさない はなさなかった 



Verb 

Types 

Dictionary Form  Long Form  

(masu form) 

Te-Form Dic. Past  

(Ta-form) 

Dic.   

Present negative 

Dic. Past negative 

う 言う いいます いって いった いわない いわなかった 

る 起きる おきます おきて おきた おきない おきなかった 

る ねる ねます ねて ねた ねない ねなかった 

う 乗る のります のって のった のらない のらなかった 

う 入る はいります はいって はいった はいらない はいらなかった 

う 待つ まちます まって まった またない またなかった 

う よぶ よびます よんで よんだ よばない よばなかった 

う たつ たちます たって たった たたない たたなかった 

う すわる すわります すわって すわった すわらない すわらなかった 

う わかる わかります わかって わかった わからない わからなかった 

う およぐ およぎます およいで およいだ およがない およがなかった 

る つける つけます つけて つけた つけない つけなかった 

う けす けします けして けした けさない けさなかった 

る あける あけます あけて あけた あけない あけなかった 

る しめる しめます しめて しめた しめない しめなかった 

う ある あります あって あった ない なかった 

G3 けっこんする けっこんします けっこんして けっこんした けっこんしない けっこんしなかった 

う しぬ しにます しんで しんだ しなない しななかった 

る とどける とどけます とどけて とどけた とどけない とどけなかった 

う はる はります はって はった はらない はらなかった 

う こまる こまります こまって こまった こまらない こまらなかった 

る いれる いれます いれて いれた いれない いれなかった 

う もつ もちます もって もった もたない もたなかった 

う あらう あらいます あらって あらった あらわない あらわなかった 

る でる でます でて でた でない でなかった 

う とる とります とって とった とらない とらなかった 

 


