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動詞 ます ました ています ていました 

JLPT 5 

     

会う あいます あいました あっています あっていました 

開く あきます あきました あいています あいていました 

上げる あげます あげました あげています あげていました 

遊ぶ あそびます あそびました あそんでいます あそんでいました 

浴びる あびます あびました あびています あびていました 

洗う あらいます あらいました あらっています あらっていました 

ある あいます あいました あっています あっていました 

歩く あるきます あるきました あるいています あるいていました 

言う いいます いいました いっています いっていました 

行く いきます いきました いっています いっていました 

いる います いました ― ― 

要る いります いりました いっています いっていました 

要れる いれます いれました いれています いれていました 

歌う うたいます うたいました うたっています うたっていました 

生まれる うまれます うまれました うまれています うまれていました 

起きる おきます おきました おいています おいていました 

おく おきます おきました おいています おいていました 

教える おしえます おしえました おしえています おしえていました 

押す おします おしました おしています おしていました 

覚える おぼえます おぼえました おぼえています おぼえていました 

泳ぐ およぎます およぎました およいでいます およいでいました 

終わる おわります おわりました おわっています おわっていました 

見る みます みました みています みていました 

     

JLPT ４ 

     

合う あいます あいました あっています あっていました 

朝寝坊する ねぼうします ねぼうした ねぼうしています ねぼうしていました 

集まる あつまります あつまりました あつまっています あつまっていました 

集める あつめます あつめました あつめています あつめていました 

あやまる あやまります あやまりました あやまっています あやまっていました 

安心する あんしんします あんしんしました あんしんしています あんしんしていました 

生きる いきます いきました いきています いきていました 

急ぐ いそぎます いそぎました いそいでいます いそいでいました 
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致す いたします いたしました いたしています いたしていました 

祈る いのります いのりました いのっています いのっていました 

うかがう うかがいます うかがいました うかがっています うかがっていました 

うつす うつします うつしました うつしています うつしていました 

運動する うんどうします うんどうしました うんどうしています うんどうしていました 

選ぶ えらびます えらびました えらんでいます えらんでいました 

送る おくります おくりました おきっています おくっていました 

遅れる おくれます おくれました おくれています おくれていました 

起こす おこします おこしました おこしています おこしていました 

行う おこないます おこないました おこなっています おこなっていました 

怒る おこります おこりました おこっています おこっていました 

踊る おどります おどりました おどっています おどっていました 

思う おもいます おもいました おもっています おもっていました 

思い出す おもいだします おもいだしました おもいだしています おもいだしていました 

     

JLPT ３ 

     

愛する あいします あいしました あいしています あいしていました 

あきらめる あきらめます あきらめました あきらめています あきらめていました 

与える あたえます あたえました あたえています あたえていました 

当てる あてます あてました あてています あてていました 

表す あらわします あらわしました あらわしています あらわしていました 

現す あらわします あらわしました あたわしています あらわしていました 

あらわれる あらわれます あらわれました あらわれています あらわれていました 

あわせる あわせます あわせました あわせています あわせていました 

いただく いただきます いただきました いただいています いただいていました 

いたる いたります いたりました いたっています いたっていました 

祝う いわいます いわいました いわっています いわっていました 

受け取る うけとります うけとりました うけとっています うけとっていました 

動かす うごかします うごかしました うごかしています うごかしていました 

うしなう うしないます うしないました うしなっています うしなっていました 

裏切る うらぎます うらぎました うらぎっています うらぎっていました 

売れる うれます うれました うれています うれていました 

運転する うんてんします うんてんしました うんてんしています いんてんしていました 

応じる おうじます おうじました おうじています おうじていました 

考える かんがえます かんがえました かんがえています かんがえていました 
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観光する かんこうします かんこうしました かんこうしています かんこうしていました 

超える こえます こえました こえています こえていました 

凍る こおります こおりました こおっています こおっていました 

しかる しかります しかりました しかっています しかっていました 

ほめる ほめます ほめました ほめています ほめていました 

できる できます できました ― ― 

なやむ なやみます なやみました なやんでいます なやんでいました 


