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MACC Verb List (No. 1) 

 

ます form meaning present neg. past aff. past neg. 

おきます get up,  

wake up 

おきません おきました おきませんでした 

ねます sleep,  

go to bed 

ねません ねました ねませんでした 

はたらきます work はたらきません はたらきました はたらきませんでし

た 

やすみます take a rest やすみません やすみました やすみませんでした 

おわります finish おわりません おわりました おわりませんでした 

いきます go いきません いきました いきませんでした 

きます come きません きました きませんでした 

かえります go home, 

return 

かえりません かえりました かえりませんでした 

たべます eat たべません たべました たべませんでした 

のみます drink のみません のみました のみませんでした 

すいます smoke すいません すいました すいませんでした 

みます see, look at みません みました みませんでした 

ききます hear, listen ききません ききました ききませんでした 

よみます read よみません よみました よみませんでした 

かきます write, draw かきません かきました かきませんでした 

かいます buy かいません かいました かいませんでした 

とります take  とりません とりました とりませんでした 

します do しません しました しませんでした 

あいます meet  あいません あいました あいませんでした 

きります cut, slice きりません きりました きりませんでした 

おくります send おくりません おくりました おくりませんでした 

あげます give あげません あげました あげませんでした 

もらいます receive もらいません もらいました もらいませんでした 

かします lend かしません かしました かしませんでした 

かります borrow かりません かりました かりませんでした 

おしえます teach おしえません おしえました おしえませんでした 

ならいます learn ならいません ならいました ならいませんでした 

わかります understand わかりません わかりました わかりませんでした 
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ます form meaning present neg. past aff. past neg. 

かけます 

（でんわを～） 

make [a 

phone call] 

かけません かけました かけませんでした 

あります have ありません ありました ありませんでした 

います exist, be  いません いました いませんでした 

あります exist, be  ありません ありました ありませんでした 

います stay, be  いません いました いませんでした 

かかります take (time or 

money) 

かかりません かかりました かかりませんでした 

あそびます play あそびません あそびました あそびませんでした 

およぎます swim およぎません およぎました およぎませんでした 

むかえます go to meet むかえません むかえました むかえませんでした 

つかれます get tired つかれません つかれました つかれませんでした 

だします send だしません だしました だしませんでした 

はいります enter  はいりません はいりました はいりませんでした 

でます go out でません でました でませんでした 

にあいます match にあいません にあいました にあいませんでした 

いらっしゃいま

す 

be (Hon. for  

“imasu”) 

いらっしゃいませ

ん 

いらっしゃいまし

た 

いらっしゃいません

でした 

かつぎます carry かつぎません かつぎました かつぎませんでした 

つけます turn on つけません つけました つけませんでした 

けします turn off けしません けしました けしませんでした 

もちます carry, hold もちません もちました もちませんでした 

あけます open あけません あけました あけませんでした 

しめます close, shut しめません しめました しめませんでした 

します do しません しました しませんでした 

べんきょうしま

す 

study べんきょう～ べんきょう～ べんきょう～ 

けっこんします marry,  

get married 

けっこん～ けっこん～ けっこん～ 

かいものします do shopping かいもの～ かいもの～ かいもの～ 

しょくじします have a meal しょくじ～ しょくじ～ しょくじ～ 

さんぽします take a walk  さんぽ～ さんぽ～ さんぽ～ 

でんわします telephone でんわ～ でんわ～ でんわ～ 

*Hon.: honorific 


