
Japanese Verb Conjugation

1.2

Class 1 Verbs

*excluding ~iru and ~eru endings

Examples

dictionary form masu form meaning

かう kau かいます kaimasu buy
あう au あいます aimasu meet

はらう harau はらいます haraimasu pay
かく kaku かきます kakimasu write
きく kiku ききます kikimasu listen

はたらく hataraku はたらきます hatarakimasu work
およぐ oyogu およぎます oyogimasu swim
ぬぐ nugu ぬぎます nugimasu take off

いそぐ isogu いそぎます isogimasu hurry
かす kasu かします kashimasu lend

こわす kowasu こわします kowashimasu break
けす kesu けします keshimasu erase
たつ tatsu たちます tachimasu stand
まつ matsu まちます machimasu wait
もつ motsu もちます mochimasu hold
しぬ shinu しにます shinimasu die
よむ yomu よみます yomimasu read
のむ nomu のみます nomimasu drink

やすむ yasumu やすみます yasumimasu rest
とぶ tobu とびます tobimasu fly

まなぶ manabu まなびます manabimasu study
あそぶ asobu あそびます asobimasu play
すわる suwaru すわります suwarimasu sit
わかる wakaru わかります wakarimasu understand

はじまる hajimaru はじまります hajimarimasu start

ABSOLUTE BEGINNER

dictionary ending masu form ending
〜う ~u 〜います~imasu
〜く ~ku 〜きます ~kimasu
〜ぐ ~gu 〜ぎます ~gimasu
〜す ~su 〜します ~shimasu
〜つ ~tsu 〜ちます ~chimasu

dictionary ending masu form ending

〜ぬ ~nu 〜にます ~nimasu
〜む ~mu 〜みます ~mimasu
〜ぶ ~bu 〜びます ~bimasu
〜る*~ru 〜ります ~rimasu



Note

dictionary form masu form meaning

する suru します shimasu do

くる kuru きます kimasu come

dictionary form masu form meaning

いる iru います imasu exist
みる miru みます mimasu see

きる kiru きます kimasu wear/put on
(clothes above the waist)

おきる okiru おきます okimasu wake up
みせる miseru みせます misemasu show
たべる taberu たべます tabemasu eat
ねる neru ねます nemasu sleep

おしえる oshieru おしえます oshiemasu teach

〜る** ~ru 〜ます ~masu

おきる okiru おきます okimasu
たべる taberu たべます tabemasu

Class 2 Verbs

**only ~iru and ~eru endings

Although verbs such as kaeru (“to come back”), hairu (“to come in”), kiru (“to cut”), and iru 
(“to need”) end with ~iru or ~eru, they are exceptions which still conjugate as Class 1 Verbs.

Class 3 Verbs (Irregular Verbs)

Examples


