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ー nai ー masu dictionary ー ba ー u ー te ー ta potential passive causative passive

＋ causative

かう かわない かいます かう かえば かおう かって かった かえる かわれる かわせる かわされる

kau kawanai kaimasu kau kaeba kaoo katte katta kaeru kawareru kawaseru kawasareru

まつ またない まちます まつ まてば まとう まって まった まてる またれる またせる またされる

matsu matanai machimasu matsu mateba matoo matte matta materu matareru mataseru matasareru

とる とらない とります とる とれば とろう とって とった とれる とられる とらせる とらされる

toru toranai torimasu toru toreba toroo totte totta toreru torareru toraseru torasareru

よむ よまない よみます よむ よめば よもう よんで よんだ よめる よまれる よませる よまされる

yomu yomanai yomimasu yomu yomeba yomoo yonde yonda yomeru yomareru yomaseru yomasareru

あそぶ あそばない あそびます あそぶ あそべば あそぼう あそんで あそんだ あそべる あそばれる あそばせる あそばされる

asobu asobanai asobimasu asobu asobeba asoboo asonde asonda asoberu asobareru asobaseru asobasareru

しぬ しなない しにます しぬ しねば しのう しんで しんだ しねる しなれる しなせる -

shinu shinanai shinimasu shinu shineba shinoo shinde shinda shineru shinareru shinaseru -

かく かかない かきます かく かけば かこう かいて かいた かける かかれる かかせる かかされる

kaku kakanai kakimasu kaku kakeba kakoo kaite kaita kakeru kakareru kakaseru kakasareru

およぐ およがない およぎます およぐ およげば およごう およいで およいだ およげる およがれる およがせる およがされる

oyogu oyoganai oyogimasu oyogu oyogeba oyogoo oyoide oyoida oyogeru oyogareru oyogaseru oyogasareru

いく いかない いきます いく いけば いこう いって いった いける いかれる いかせる いかされる

iku ikanai ikimasu iku ikeba ikoo itte itta ikeru ikareru ikaseru ikasareru

はなす はなさない はなします はなす はなせば はなそう はなして はなした はなせる はなされる はなさせる はなさせられる

hanasu hanasanai hanashimasu hanasu hanaseba hanasoo hanashite hanashita hanaseru hanasareru hanasaseru hanasaserareru

たべる たべない たべます たべる たべれば たべよう たべて たべた たべられる たべられる たべさせる たべさせられる

taberu tabenai tabemasu taberu tabereba tabeyoo tabete tabeta taberareru taberareru tabesaseru tabesaserareru

みる みない みます みる みれば みよう みて みた みられる みられる みさせる みさせられる

miru minai mimasu miru mireba miyoo mite mita mirareru mirareru misaseru misaserareru

する しない します する すれば しよう して した できる される させる させられる

suru shinai shimasu suru sureba shiyoo shite shita dekiru sareru saseru saserareru

くる こない きます くる くれば こよう きて きた こられる こられる こさせる こさせられる

kuru konai kimasu kuru kureba koyoo kite kita korareru korareru kosaseru kosaserareru

動詞の活用（conjugation of verbs）
  doo shi　    no  katsu yoo

どう し かつよう
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