
  

Formal Informal
Compulsion “must ~”

＋なくてはいけない ＋なくちゃ
Obligation “must/have to ~”

＋なければならない
＋なければいけない

＋なきゃ

ごだん・五段 verbs

あう・まつ・とる
しぬ・よむ・とぶ

かく/つぐ
かす

～う・～つ・～る
～ぬ・～む・～ぶ

～く / ～ぐ
～す

う

あい・まち・とり
しに・よみ・とび

かき/つぎ
かし

～い・～ち・～り
～に・～み・～び

～き / ～ぎ
～し

あわ-・また-・とら-
しな-・よま-・とば-

かか-/つが-
かさ-

～わ・～た・～ら
～な・～ま・～ば

～か / ～が
～さ

あえ・まて・とれ
しね・よめ・とべ

かけ/つげ
かせ

～え・～て・～れ
～ね・～め・～べ

～け / ～げ
～せ

あお-・まと-・とろ-
しの-・よも-・とぼ-

かこ-/つご-
かそ-

～お・～と・～ろ
～の・～も・～ぼ

～こ / ～ご
～そ

あって・まって・とって
しんで・よんで・とんで

かいて/ついて
かして

～って
～んで

～いて / いで
～して

ておえい あ

en
d

in
g

s
ex

am
pl

es

＋な (negative imperative)

みる・たべる

～いる・～える

じ しょ けい

辞書形
Dictionary or Plain Form
(non-past: habitual or future)

み・たべ

～い・～え

- る

いちだん・一段 verbs

れん よう けい

連用形
Conjunctive
～ます stem

(Sentence Joining)

＋たい 
＋たがる
＋はしない
＋ながら
＋がち（だ）
＋かた・方
＋そう（だ）
＋やがる
＋にくい・難い
＋やすい・易い
＋すぎる・過ぎる
＋に＋

＋ [verb]
→ [noun]
＋もの

(desire¹ い -adj.)
(desire² 五段 vb)

(strong neg. desire)
(“while ~ing”)
(“tends to ~”)

(“way of ~ing”)
(“it looks like ~”)

(yakuza super rude)
(“difficult to ~”)

(“easy to ~”)
(“too much”)

(go & do)

(compound verb)
 (e.g. 向き、好み )

 (noun from verb target)

[verb of motion]

(non past)
(negative)

 (past)
(past neg.)
(volitional)

(connective – rare)
(conditional – rare)

(imperative)

＋ます　
＋ません　
＋ました　
＋ませんでした    
＋ましょう
＋まして
＋ますれば
＋なさい・＋な

Polite

Nominalization
(forming noun-phrases or gerunds)

＋の
＋こと
(use こと by default)

＋ことができる

＋ことがある

＋ことにする

＋ことになる

(emphatic/informal)
(abstract)

(“able to do ~ing”)

(occasional occurrence)

(“to decide to ~”)

(as a result)

み ぜん けい

未然形

＋ず
＋ずに

(negative – old)
(“without ~ing” – formal)

めい れい けい

命令形
五段 Imperative

か てい けい

仮定形

一段 Imperative

＋ろ (imperative)

すい りょう けい

推量形
て  けい

テ形
て form

(Connective, Adverbial, Imp.)

＋て
五段 一段

(passive / honorific)
＋れる * ＋られる *

(causative)
＋せる *
( ＋す ** alternative)

＋させる *
(alternative ＋さす **)

(causative passive)
＋せられる *
( ＋される * alternative)

＋させられる *
(alternative not used)

 *new 一段 verbs    **new 五段 verbs

五段 一段

(conditional)
＋ば ＋れば

(potential)
＋る * ＋られる *

( ＋れる when spoken)

 *new 一段 verb ( を→が ) 

五段 一段

(volitional / tentative / presumptive)
＋う ＋よう

＋まえに ...
＋がはやいか
＋ともなく
＋べき（だ）
＋まい
＋みたい（だ）
＋そう（だ）
＋らしい

 (before ~ing …)
 (“as soon as”)

 (without intent)
 (idealistic “should”)

 (formal neg. volitional)
 (“it seems that ~”)

 (“I've heard that ~”)
 (“apparently” い -adj.)

＋ない
＋ないで
＋なくて
＋なかった
＋なければ
＋なかろう
＋なくていい
　
　

(negative い -adj.)
(“without ~ing”)
(neg. て form)
(neg. た form)

(neg. cond.)
(neg. vol.)

(“don't have to ~” – informal)

Conditional Idiom

＋よかった
 

(“I wish that ~”)

＋あげる・くれる・もらう

＋いく
＋いる
＋おく
＋しまう *
＋よかった
＋みる
＋ほしい・欲しい
＋ある
＋から ...
＋くる
＋は＋いけない **
＋は＋ならない **
＋は＋だめ（だ）
＋は
＋もかまわない
＋もいい（です）
＋も
＋すみません

(benefit being given or received)
(continuing change of state)
 (continuous/habitual action)

(preparatory action)
 (completed action)

(“I'm glad that ~”)
 (“try ~ and see”)
(favour request)
 (changed state)
 (“after ~ing ...”)
 (state change)

(“must not ~”)

(suggestive)
(permissive)
(permissive)
(“even if ~”)
(apologetic)

}

＋た

た  けい

タ形
た form

Past (action completion)

て/で → た/だ

＋から
＋り＋する
＋ら
＋ばかり
＋ほうがいい

(reason for next clause)
(“~ etc.” /           )
(“If/When ~, ...”)
(just happened)

(suggestive)

repeated
opposites

　に　ほん　ご　　　　どう　し　　　　ず
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For more information and examples, see e.g. Oxford Japanese Grammar & Verbs or 
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_verb_conjugations_and_adjective_declensions

JAPANESE VERB CHART v2.7

AERON BUCHANAN'S

¹speaker's  ²non-speaker's

* 五段 vb. In speech:
 ～てしまう → ～ちまう or ～ちゃう
 ～  でしまう → ～じまう or ～じゃう

Honorific Verb Form

Humble Verb Form

Alternative English names for verb types:
一段 vbs: one-row, group II, type ②, vowel-stem
五段 vbs: five-row, group I, type ①, consonant-stem 
There are no verbs in modern Japanese ending with 
ず , ふ , ぷ or ゆ . Only しぬ・死ぬ ends with ぬ .

ない form

お＋ [ 連用形 ] ＋に なる
お＋ [ 連用形 ] ＋なさる

 五段 vb.

 hon.irreg.vb.

お＋ [ 連用形 ] ＋する 　する irreg.

エーロン　   ビュカナン

http
://resp

e
ctthe

b
ea

rd.com
/ja

p
an

ese/

**polite version:
 ～ない 
     → ～ません

（だ） =  ＋だ / です



  

Honorific & Humble Irregulars

 
Conjugate as 五段 verbs. Except *irregular variation:

連用形: ～  →り  ～        い 命令形: ～  →れ  ～い

Verb Honorific version Humble version
上あげる 下くださる * 差さし上あげる
在ある お在ありです ござる *
会あう お会あいになる お目めにかかる
行いく、来くるいらっしゃる * 参まいる
居いる いらっしゃる * 居おる
言いう 仰おっしゃる * 申もうし上あげる
借かりる お借かりになる 拝はい借しゃくする
聞きく お聞ききになる 伺うかがう
尋たずねる お尋たずねになる 伺うかがう
訪たずねる お訪たずねになる お邪じゃ魔まする
知しる ご存ぞんじです 存ぞんじる
する なさる * 致いたす
食べる、飲む 召めし上あがる 頂いただく
もらう おもらいになる 頂いただく
見みる ご覧らんになる 拝はい見けんする
見みせる お見みせになる お目めにかげる
死しぬ お亡なくなりになる （亡なくなる）

Confusing Verbs
Some verbs are pronounced the same in plain form, but conjugate differently depending on which meaning is being used, e.g.:

There are many other 五段 verbs that end in ～える and ～いる and therefore look like 一段 verbs in plain form, for example:

For more information and examples, see e.g. Oxford Japanese Grammar & Verbs
or http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_verb_conjugations_and_adjective_declensions

AERON BUCHANAN'S 日本語の動詞の図 JAPANESE VERB CHART v2.7 
Layout and design: © Aeron Buchanan, 2010
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Irregular Verbs

Form “to do” “to come”

Dictionary (Plain) する くる・来る

～  ます stem (conj.) し *&** き **

～  ない stem し * こ *

Passive される ** こられる * ・これる !

Causative させる ** ・さす ** こさせる * ・こさす *

Passive-Causative させられる ** こさせられる *

Imperative しろ * ・せよ ! こい !

Conditional  すれば ✓  くれば ✓

Potential できる !・せる * こられる *

Volitional しよう * こよう *

て form して *&** きて **

た form した *&** きた **

Mnemonics
*  一段 from しる
**  五段 from す

*  一段 from こる
**  一段 from きる

Irregular て /  た form in other verbs:
● “to go” いく・行く  いって and いった

● “to ask” とう・問う  とうて and とうた

● “to request” こう・請う・乞う  こうて and こうた

ある・在る・有る has an irregular negative ( ～ない ) form: ない

Verb 一段 meaning 五段 meaning
いる 居る “to exist” 要る

入る
炒る・煎る

“to be necessary”
“to go in”
“to roast”

いきる 生きる “to stay alive” 熱る “to become sultry”

える 得る
獲る

“to obtain”
“to win”

選る
彫る

“to choose”
“to carve”

かえる 変える
替える

“to alter”
“to exchange”

反る・返る
返る・帰る・還る

“to turn over/invert”
“to return (home)”

きる 着る “to put on (clothes)” 切る “to cut”

しめる 閉める “to close (something)” 湿る “to be damp”

ねる 寝る “to sleep” 練る “to refine”

へる 経る “to pass (time/through)” 減る “to decrease”

Adjectives

Form い -adj.

Stem <remove ~ い >

Negative ＋くない

Past ＋かった

Past Negative＋くなかった

Conjunctive ＋くて

Neg. Conj. ＋くなくて

Adverbial ＋く

Conditional ＋ければ

Neg. Cond. ＋くなければ

“When” Cond.＋かったら

Neg. “When” ＋くなかったら

形容詞・けいようし

“adjectives” 
(“ い -adjectives”)
Conjugates: see table
For polite forms, ＋です
Note: いい →  よい

形容動詞・けいようどうし

“adjectival nouns” 
(“ な -adjectives”)
Conjugates: ＋だ・です
Adverbial: ＋に
Attributive: ＋な
Note: some end in ～い , e.g.
きれい , しつれい , ゆうめい , 
but none have おくりがな , 
except きらい・嫌い

Form Informal ・普段 Polite ・丁寧

Non-past だ です

Negative ではない ではありません

Past だった でした

Past Negative ではなかった ではありませんでした

Conditional だったら・なら・であれば

Neg. Cond. ではなかったら・でなければ

Conjunctive で

Neg. Conj. ではなくて

Tentative だろう でしょう

The copula is also irregular (note: [written] では ↔ じゃ [spoken]):

あせる・焦る
いじる・弄る
うねる・畝る
おちいる・陥る

かぎる・限る

“to hurry”
“to tamper”
“to undulate”
“to fall, sink”
“to limit”

ける・蹴る
しる・知る
しゃべる・喋る

すべる・滑る
せる・競る

“to kick”
“to know”
“to speak”
“to slip, ski”
“to compete”

てる・照る
にぎる・握る
のめる
はいる・入る
はしる・走る

“to shine”
“to grasp”
“to fall over”
“to enter”
“to run”

ひる・放る
まいる・参る
みくびる 見縊る

よこぎる 横切る

よぎる・過る

“to fart”
“to visit”
“to belittle”
“to cross”
“to pass by”

エーロン    　   ビュカナン
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