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MACC Verb List (No.2)  

 

 

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

いそぎます hurry いそぎません いそぎました いそぎませんでした 

まちます wait まちません まちました まちませんでした 

とめます stop, park とめません とめました とめませんでした 

まがります turn まがりません まがりました まがりませんでした 

とります take, pass とりません とりました とりませんでした 

てつだいます help (with a task) てつだいません てつだいました てつだいませんでした 

はなします speak, talk はなしません はなしました はなしませんでした 

みせます show みせません みせました みせませんでした 

はじめます start, begin はじめません はじめました はじめませんでした 

ふります 

（あめが～） 
rain ふりません ふりました ふりませんでした 

たちます stand up たちません たちました たちませんでした 

すわります sit down すわりません すわりました すわりませんでした 

つかいます use つかいません つかいました つかいませんでした 

つくります make, produce つくりません つくりました つくりませんでした 

うります sell うりません うりました うりませんでした 

しります get to know しりません しりました しりませんでした 

すみます be going to live すみません すみました すみませんでした 

のります ride, get on のりません のりました のりませんでした 

おります get off おりません おりました おりませんでした 

のりかえます change (trains,etc.) のりかえません のりかえました のりかえませんでした 

あびます 

（シャワーを～） 

take 

(a shower) 
あびません あびました あびませんでした 

いれます put in, insert いれません いれました いれませんでした 

やめます 
quit or retire from, 

stop, give up 
やめません やめました やめませんでした 

おします push, press おしません おしました おしませんでした 

おぼえます memorize おぼえません おぼえました おぼえませんでした 
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ます form meaning present neg. past aff. past neg. 

わすれます forget わすれません わすれました わすれませんでした 

なくします lose なくしません なくしました なくしませんでした 

はらいます pay はらいません はらいました はらいませんでした 

かえします 
give back, 

return 
かえしません かえしました かえしませんでした 

でかけます go out でかけません でかけました でかけませんでした 

ぬぎます 

take off 

(clothes,  

shoes, etc.) 

ぬぎません ぬぎました ぬぎませんでした 

もっていきます take (something) 
もっていきませ

ん 

もっていきまし

た 
もっていきませんでした 

もってきます 
bring 

(something) 
もってきません もってきました もってきませんでした 

のみます 

（くすりを～） 

drink 

(medicine) 
のみません のみました のみませんでした 

できます be able to できません できました できませんでした 

あらいます wash あらいません あらいました あらいませんでした 

ひきます 

play (stringed 

instrument, 

piano, etc.) 

ひきません ひきました ひきませんでした 

うたいます sing うたいません うたいました うたいませんでした 

あつめます collect, gather  あつめません あつめました あつめませんでした 

すてます throw away すてません すてました すてませんでした 

かえます 
exchange, 

change 
かえません かえました かえませんでした 

のぼります climb のぼりません のぼりました のぼりませんでした 

とまります stay とまりません とまりました とまりませんでした 

そうじします clean (a room) そうじしません そうじしました そうじしませんでした 

なります become なりません なりました なりませんでした 

いります need, require いりません いりました いりませんでした 

しらべます 
check, 

investigate   
しらべません しらべました しらべませんでした 

なおします repair, correct なおしません なおしました なおしませんでした 

おもいます think おもいません おもいました おもいませんでした 
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ます form meaning present neg. past aff. past neg. 

いいます say いいません いいました いいませんでした 

たります 
be enough, 

be sufficient 
たりません たりました たりませんでした 

かちます win かちません かちました かちませんでした 

まけます lose, be beaten まけません まけました まけませんでした 

やくに たちます 
be useful 

 

やくに たちませ

ん 

やくに たちま

した 

やくに たちませんでし

た 

きます 

（シャツを～） 

put on 

(a shirt, etc.) 
きません きました きませんでした 

はきます 
put on (shoes, 

trousers, etc.) 
はきません はきました はきませんでした 

かぶります 
put on  

(a hat, etc.) 
かぶりません かぶりました かぶりませんでした 

かけます 
put on  

(glasses, etc.) 
かけません かけました かけませんでした 

うまれます be born うまれません うまれました うまれませんでした 

ききます ask ききません ききました ききませんでした 

まわします turn まわしません まわしました まわしませんでした 

ひきます pull ひきません ひきました ひきませんでした 

さわります touch さわりません さわりました さわりませんでした 

うごきます move, work うごきません うごきました うごきませんでした 

あるきます walk あるきません あるきました あるきませんでした 

わたります cross わたりません わたりました わたりませんでした 

きを つけます 
pay attention, 

take care 
きを つけません きを つけました きを つけませんでした 

くれます give(me) くれません くれました くれませんでした 

つれていきます take(someone) つれていきません 
つれていきまし

た 
つれていきませんでした 

つれてきます bring(someone) つれてきません つれてきました つれてきませんでした 

おくります 
escort(someone), 

go with 
おくりません おくりました おくりませんでした 
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ます form meaning present neg. past aff. past neg. 

かんがえます think, consider かんがえません かんがえました かんがえませんでした 

つきます arrive つきません つきました つきませんでした 

とります 

（～としを） 
grow old とりません とりました とりませんでした 

よびます call, invite よびません よびました よびませんでした 

とどけます deliver  とどけません とどけました とどけませんでした 

あずかります 
take charge of, 

be in charge 
あずかりません あずかりました あずかりませんでした 

つとめて います be employed 
つとめて  いませ

ん 

つとめて いまし

た 

つとめて いませんでし

た 

しって います know しって いません しって いました しって いませんでした 

すんで います live すんで いません すんで いました すんで いませんでした 

けんきゅうしま

す 
reserch 

けんきゅうしませ

ん 

けんきゅうしま

した 

けんきゅうしませんでし

た 

しんぱいします worry しんぱいしません 
しんぱいしまし

た 
しんぱいしませんでした 

ざんぎょうしま

す 
work over time 

ざんぎょうしませ

ん 

ざんぎょうしま

した 

ざんぎょうしませんでし

た 

しゅっちょうし

ます 

go on business 

trip 

しゅっちょうしま

せん 

しゅっちょうし

ました 

しゅっちょうしませんで

した 

うんてんします drive  うんてんしません 
うんてんしまし

た 
うんてんしませんでした 

よやくします reserve, book よやくしません よやくしました よやくしませんでした 

けんがくします 
visit some place 

to study 
けんがくしません 

けんがくしまし

た 
けんがくしませんでした 

せんたくします wash (clothes) せんたくしません 
せんたくしまし

た 
せんたくしませんでした 

れんしゅうしま

す 
practice 

れんしゅうしませ

ん 

れんしゅうしま

した 

れんしゅうしませんでし

た 

しゅうりします repair しゅうりしません 
しゅうりしまし

た 
しゅうりしませんでした 

ひっこしします move (house) ひっこししません 
ひっこししまし

た 
ひっこししませんでした 
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ます form meaning present neg. past aff. past neg. 

しょうかいしま

す 
introduce 

しょうかいしませ

ん 

しょうかいしま

した 

しょうかいしませんでし

た 

あんないします 
show around,  

show the way 
あんないしません 

あんないしまし

た 
あんないしませんでした 

せつめいします explain せつめいしません 
せつめいしまし

た 
せつめいしませんでした 

留学します study abroad 
りゅうがくしませ

ん 

りゅうがくしま

した 

りゅうがくしませんでし

た 

きに します 
worry(about), 

be bothered(by) 
きに しません きに しました きに しませんでした 

かいぎを します hold a meeting かいぎを しません 
かいぎを しま

した 

かいぎを しませんでし

た 


