
Thể 「ます」 Tiếng Việt Thể Từ Điển Thể　「て」 Thể　「た」 Thể　「ない」 Thể Khả Năng Thể Ý Định Thể Mệnh Lệnh Thể Sai khiên Thể Cấm Chỉ Thể Điều Kiện Thể Bị Động
Ｖ（い）ます Ｖう Ｖて Ｖた Ｖ(あ）ない Ｖ（え）る Ｖ（お）う Ｖ（え） Ｖ（あ）せる Ｖ（う）な Ｖ（え）ば Ｖ（あ）れる

V－（う）＋いて V－（う）＋いた
あきます mở (cửa) 開く あいて あいた あかない あける あこう あけ あかせる あくな あけは あかれる

あるきます đi bộ 歩く あるいて あるいた あるかない あるける あるこう あるけ あるかせる あるくな あるけば あるかれる
いきます đi 行く いって いった いかない いける いこう いけ いかせる いくな いけば いかれる

うまくいきます tốt, thuận lợi うまくいく うまくいいて うまくいいた うまくいかない うまくいける うまくいこう うまくいけ うまくいくな うまくいけば うまくいかれる
うごきます chuyển động, chạy 動く うごいて うごいた うごかない うごける うごこう うごけ うごかせる うごくな うごけば うごかれる
おきます đặt, để 置く おいて おいた おかない おける おこう おけ おかせる おくな おけば おかれる
かきます viết, vẽ 書く かいて かいた かかない かける かこう かけ かかせる かくな かけば かかられる

かたづきます ngăn nắp, gọn gàng (đồ) 片付く かたづいて かたづいた かたづかない かたづける かたづこう かたづけ かたづかせる かたづくな かたづけば かたづかれる
かわきます khô 乾く かわいて かわいた かわかない かわける かわこう かわけ かわかせる かわくな かわけば かわかれる

きがつきます để ý, nhận ra 気がつく きがついて きがついた きがつかない きがつける きがつこう きがつけ きがつかせる きがつくな きがつけば こがつかれる
きがつきます nhận thấy, phát hiện ra 気がつく きがついて きがついた きがつかない きがつける きがつこう きがつけ きがつかせる きがつくな きがつば こがつかれる

ききます nghe 聞く きいて きいた きかない きける きこう きけ きかせる きくな きけば きかれる
ききます hỏi 聞く きいて きいた きかない きける きこう きけ きかせる きくな きけば きかれる
さきます nở (hoa) 咲く さいて さいた さかない さける さこう さけ すかせる さくな さけば さかれる
すきます vắng, thoáng 空く すいて すいた すかない すける すこう すけ すくな すけば すかれる
つきます đến (ga) 着く ついて ついた つかない つける つこう つけ つくな つけば つかわれる
つきます bật sáng (điện) 点く ついて ついた つかない つける つこう つけ つくな つけば つかわれる
つきます có gắn, có kèm theo 付く ついて ついた つかない つける つこう つけ つくな つけば つかわれる

つづきます tiếp tục, tiếp diễn 続く つづいて つづいた つづかない つづける つづこう つづけ つづくな つづけば つづかれる
つれていきます dẫn đi 連れて行く つれていって つれていった つれていかない つれていける つれていこう つれていけ つれていくな つれていけば つれていかれる

とどきます được gửi đến 届く とどいて とどいた とどかない とどける とどこう とどけ とどくな とどけば とどかれる
なきます khóc 泣く ないて ないた なかない なける なこう なけ なくな なけば なかれる
はきます đi, mặc (giầy, quần âu) 履く はいて はいた はかない はける はこう はけ はくな はけば はかれる

はたらきます làm việc 働く はたらいて はたらいた はたらかない はたらける はたらこう はたらけ はたらくな はたらけば はたらかれる
ひきます chơi (nhạc cụ) 弾く ひいて ひいた ひかない ひける ひこう ひけ ひくな ひけば ひかれる
ひきます kéo theo, dẫn theo 引く ひいて ひいた ひかない ひける ひこう ひけ ひくな ひけば ひかれる
ひきます bị (ốm) 引く ひいて ひいた ひかない ひける ひこう ひけ ひくな ひけば ひかれる

ひらきます mở (lớp học) 開く ひらいて ひらいた ひらかない ひらける ひらこう ひらけ ひらくな ひらけば ひらかれる
ふきます thổi (gió) 吹く ふいて ふいた ふかない ふける ふこう ふけ ふくな ふけば ふかれる

みがきます mài, đánh (răng) 磨く みがいて みがいた みがかない みがける みがこう みがけ みがくな みがけば みがかれる
もっていきます mang đi, mang theo 持って行く もっていって もっていった もっていかない もっていける もっていこう もっていけ もっていくな もっていけば もっていかれる

やきます nướng, rán 焼く やいて やいた やかない やける やこう やけ やくな やけば やかれる
V－（う）＋いで V－（う）＋いだ

いそぎます vội, gấp 急ぐ いそいで いそいだ いそがない いそげる いそごう いそげ いそがせる いそぐな いそげば いそがれる
およぎます bơi 泳ぐ およいで およいだ およがない およげる およごう およげ およがせる およぐな およば およがれる
さわぎます làm ồn, làm rùm beng 騒ぐ さわいで さわいだ さわがない さわげる さわごう さわげ さわがせる さわぐな さわげば さわがれる
ぬぎます cởi (giầy, quần áo) 脱ぐ ぬいで ぬいだ ぬがない ぬげる ぬごう ぬげ めがせる ぬぐな ぬげば ぬがれる

V－ます＋て V－ます＋た
うごかします khởi động, chạy 動かす うごかして うごかした うごかしない うごかせる うごかそう うごかせ うごかさせる うごかすな うごかせば うごかされる
おこします [bị, được] đánh thức 起こす おこして おこした おこさない おこせる おこそう おこせ おこさせる おこすな おこせば おこされる
おします bấm, ấn (nút) 押す おして おした おさない おせる おそう おせ おさせる おすな おせは おされる
おします đóng (dấu) 押す おして おした おさない おせる おそう おせ おさせる おすな おせば おされる

おとします [bị, được] đánh rơi 落とす おとして おとした おとさない おとせる おとそう おとせ おとさせる おとすな おとせば おとされる
おもいだします nhớ lại, hồi tưởng 思い出す おもいだして おもいだした おもいださない おもいだせる おもいだそう おもいだせ おもいだすな おもいだせば おもいだされる

かえします trả lại 返す かえして かえした かえさない かえせる かえそう なえせ かえすな なえせば かえされる
かします cho mượn, cho vay 貸す かして かした かさない かせる かそう かせ かすな かせば かされる

くらします sống, sinh hoạt 暮らす くらして くらした くらさない くらせる くらそう くらせ くらすな くらせば くらされる
けします [bị, được] tắt (điện) 消す けして けした けさない けせる けそう けせ けすな けせば けされる

こわしまう [bị, được] phá hỏng 壊す こわして こわした こわさない こわせる こわそう こわせ こわすな こわせば こわされる
さがします tìm, tìm kiếm 捜す・探す さがして さがした さがさない さげせる さがそう さがせ さがすな さがせば さがされる
さします chỉ 指す さして さした ささない させる さそう させ さすな させば さされる
だします gửi (thư) 出す だして だした ださない だせる だそう だせ だすな だせば だされる
だします [bị, được] lấy ra, rút ra 出す だして だした ださない だせる だそう だせ だすな だせば だされる
だします nộp (báo cáo) 出す だして だした ださない だせる だそう だせ だすな だせば だされる
だします đổ, để (rác) 出す だして だした ださない だせる だそう だせ だすな だせば だされる

なおします [bị, được] sửa, chữa 直す なおして なおした なおさない なおせる なおそう なおせ なおすな なおせば なおされる
なくします [bị, được] mất, đánh mất 無くす なくして なくした なくさない なくせる なくそう なくせ なくすな なくせば なくされる
はずします rời (chỗ ngồi) 外す はずして はずした はずしない はずせる はずそう はずせ はずすな はずせば はずされる
はなします nói, nói chuyện 話す はなして はなした はなさない はなせる はなそう はなせ はなすな はなせば はなされる
ひやします làm lạnh 冷やす ひやして ひやした ひやさない ひやせる ひやそう ひやせ ひやすな ひやせば ひやされる
まわします vặn (núm) 回す まわして まわした まわさない まわせる まわそう まわせ まわすな まわせば まわされる
もどします [bị, được] đưa về, để lại 戻す もどして まどした もどさない もどせる もどそう もどせ もどすな もどせば もどされる
よごします [bị, được] làm bẩn 汚す よごして よごした よごさない よごせる よごそう よごせ よごすな よごせば よごされる
わかします đun sôi 沸かす わかして わかした わかさない わかせる わかそう わかせ わかすな わかせば わかされる
わたします đưa cho, giao cho 渡す わたして わたした わたさない わたせる わたそう わたせ わたすな わたせば わたされる

V－（う）＋んで V－（う）＋んだ
しにます chết 死ぬ しんで しんだ しなない しねる しのう しれ しなせる しぬな しねば しなれる

V－（う）＋んで V－（う）＋んだ
かみます nhai 　噛む かんで かんだ かまない かめる かもう かめ かませる かむな かめば かまれる
こみます đông đúc, chật chội 込む こんで こんだ こまない こめる こもう こめ こませる こむな こめば こまられる
すみます sống, ở 住む すんで すんだ すまない すめる すもう すめ すませる すむな すめば すまれる

たのみます nhờ 頼む たのんで たのんだ たのまない たのめる たのもう たのめ たのませる たのむな たのめば たのまれる

～にます

～します

～ぎます

～きます

～みます



つつみます bọc, gói 包む つつんで つつんだ つつまない つつめる つつもう つつめ つつませる つつむな つつめば つつまれる
つみます chuyển lên, xếp lên 積む つんで つんだ つまない つめる つもう つめ つむな つめば つまれる
のみます uống (nước) 飲む のんで のんだ のまない のめる のもう のめ のむな のめば のまれる
のみます uống (thuốc) 飲む のんで のんだ のまない のめる のもう のめ のむな のめば のまれる
ふみます giẫm, giẫm lên 踏む ふんで ふんだ ふまない ふめる ふもう ふめ ふむな ふめば ふまれる

もうしこみます đăng ký 申し込む もうしこんで もうしこんだ もうしこまない もうしこめる もうしこもう もうしこめ もうしこむな もうしこめば もうしこまれる
やすみます nghỉ ngơi 休む やすんで やすんだ やすまない やすめる やすもう やすめ やすむな やすめば やすまれる
やすみます nghỉ (làm việc, học) 休む やすんで やすんだ やすまない やすめる やすもう やすめ やすむな やすめば やすまれる
やみます tạnh, ngưng (mưa) 止む やんで やんだ やまない やめる やもう やめ やむな やめば やまれる
よみます đọc 読む よんで よんだ よまない よめる よもう よめ よむな よめば よまれる

V－（う）＋んで V－（う）＋んだ
あそびます chơi 遊ぶ あそんで あそんだ あそばない あそべる あぞぼう あそべ あそばせる あそぶな あそべば あそばれる
えらびます tuyển chọn 選ぶ えらんで えらんだ えらばない えらべる えらぼう えらべ えらばせる えらぶな えらべば えらばれる
とびます bay 飛ぶ とんで とんだ とばない とべる とぼう とべ とばせる とぶな とべば とばれる

ならびます xếp hàng 並ぶ ならんで ならんだ ならばない ならべる ならぼう ならべ ならぶな ならべば ならばれる
はこびます mang, chở, vận chuyển 運ぶ はこんで はこんだ はこばない はこべる はこぼう はこべ はこぶな はこべば はこばれる
はこびます chở, vận chuyển 運ぶ はこんで はこんだ はこばない はこべる はこぼう はこべ はこぶな はこべば はこばれる
よびます gọi (tên, taxi…) 呼ぶ よんで よんだ よばない よべる よぼう よべ よぶな よべば よばれる
よびます mời 呼ぶ よんで よんだ よばない よべる よぼう よべ よぶな よべば よばれる

V－（う）＋って V－（う）＋った V－（う）＋わない V－（う）＋わせる
あいます gặp gỡ (ai đó) 会う あって あった あわない あえる あおう あえ あうな あえば あわれる
あいます vừa, hợp 合う あって あった あわない あえる あおう あえ あうな あえば あわれる
あいます gặp phải (tai nạn) 遭う あって あった あわない あえる あおう あえ あうな あえば あわれる

あらいます rửa 洗う あらって あらった あらわない あらえる あらおう あらえ あらうな あらえば あらわれる
いいます nói 言う いって いった いわない いえる いおう いえ いうな いえば いわれる

うたいます hát 歌う うたって うたった うたわない うたえる うたおう うたえ うたうな うたえば うたわれる
おこないます thực hiện, tiến hành 行う おこなって おこなった おこなわない おこなえる おこなおう おこなえ おこなうな おこなえば おこなわれる
おもいます nghĩ 思う おもって おもった おもわない おもえる おもおう おもえ おもうな おもえば おもわれる
かいます mua 買う かって かった かわない かえる かおう かえ かうな かえば かわれる
かいます nuôi (động vật) 飼う かって かった かわない かえる かおう かえ なうな かえば かわれる

かよいます đi đi về về 通う かよって かよった かよわない かよえる かよおう かよえ かような かよえば かよわれる
さそいます mời, rủ 誘う さそって さそった さそわない さそえる さそおう さそえ さそうな さそえば さそわれる
しまいます cất vào, để vào 仕舞う しまって しまった しまわない しまえる しまおう しまえ しまうな しまえば しまわれる
すいます hút (thuốc lá) 吸う すって すった すわない すえる すおう すえ すうな すえば すわれる

ちがいます khác 違う ちがって ちがった ちがわない ちがえる ちがおう ちがえ ちがうな ちがえば ちがわれる
つかいます dùng, sử dụng 使う つかって つかった つかわない つかえる つかおう つかえ つかうな つかえば つかわれる

てつだいます giúp đỡ (làm việc) 手伝う てつだって てつだった てつだわない てつだえる てつだおう てつだえ てつだうな てつだえば てつだわれる
ならいます học tập 習う ならって ならった ならわない ならえる ならおう ならえ ならうな ならえば ならわれる
はらいます trả tiền 払う はらって はらった はらわない はらえる はらおう はらえ はらうな はらえば はらわれる
ひろいます nhặt, nhặt lên 拾う ひろって ひろった ひろわない ひろえる ひろおう ひろえ ひろうな ひろえば ひろわれる

まにあいます đúng giờ, kịp (cuộc hẹn) 間に合う まにあって まにあった まにあわない まにあえる まにあおう まにあえ まにあうな まにあえば まにあわれる
むかいます hướng đến, trên đường 向かう むかって むかった むかわない むかえる むかおう むかえ むかうな むかえば むかわれる
もらいます nhận được 貰う もらって もらった もらわない もらえる もらおう もらえ もらうな もらえば もらわれる
よいます say 酔う よって よった よわない よえる よおう よえ ような よえば よわれる

わらいます cười 笑う わらって わらった わらわない わらえる わらおう わらえ わらうな わらえば わらわれる
V－（う）＋って V－（う）＋った

うちます gửi (bức điện) 打つ うって うった うたない うてる うとう うて うたせる うつな うてば うたわれる
うちます đánh (máy chữ) 打つ うって うった うたない うてる うとう うて うたせる うつな うてば うたわれる
かちます thắng 勝つ かって かった かたない かてる かとう けて けたせる かつな けてば かたづかれる

じかんがたちます thời gian trôi đi 時間がたつ じかんがたって じかんがたった じかんがたたない じかんがたてる じかんがたとう じかんがたつな じかんがたてば じかんがたたれ
たちます đứng 立つ たって たった たたない たてる たとう たて たたせる たつな たてば たたれる
まちます đợi, chờ 待つ まって まった またない まてる まとう まて またせる まつな まてば またれる
もちます mang, cầm 持つ もって もった もたない もてる もとう もて もたせる もつな もてば もたれる

やくにたちます gúp ích 役に立つ やくにたって やくにたった やくにたたない やくにたてる やくにたとう やくにたて やくにたたせる やくにたつな やくにたてば やくにたたれる
V－（う）＋って V－（う）＋った

あがります tăng, tăng lên (giá) 上がる あがって あげった あがらない あがれる あがろう あがれ あがらせる あがるな あがれば あがられる
あずかります giữ, giữ hộ, giữ cho 預かる あずかって あずかった あずからない あずかれる あずかろう あずかれ あずからせる あずかるな あずかれば あずかられる
あたります trúng (xổ số) 当たる あたって あたった あたらない あたれる あたろう あたれ あたらせる あたるな あたれば あたられる

あつまります tập trung 集まる あつまって あつまった あつまらない あつまれる あつまろう あつまれ あつまらせる あつまるな あつまれば あつまられる
あやまります xin lỗi, tạ lỗi 謝る あやまって あやまった あやまらない あやまれる あやまろう あやまれ あやまるな あやまれば あやまられる

あります có (sở hữu đồ vật) 有る あって あった ない あれる あろう あるな あれば あらわれる
あります có (tồn tại đồ vật) 在る あって あった ない あれる あろう あるな あれば あらわれる
あります có (tổ chức, diễn ra) 在る あって あった ない あれる あろう あるな あれば あらわれる

いやがります không thích, ghét 嫌がる いやがって いやがった いやがらない いやふがれる いやがろう いやがれ いやがるな いやがれば いやがられる
いります cần 要る いって いった いらない いれる いろう いれ いるな いれば いられる
うります [bị, được] bán 売る うって うった うらない うれる うろう うれ うるな うれば うられる

おくります gửi (đồ) 送る おくって おくった おくらない おくれる おくろう おくれ おくるな おくれば おくられる
おくります đưa đi, tiễn (ai đó) 送る おくって おくった おくらない おくれる おくろう おくれ おくるな おくれば おくられる
おどります nhảy, khiêu vũ 踊る おどって おどった おどらない おどれる おどろう おどれ おどるな おどれば おどられる
おります [bị, được] gập, bẻ gãy 折る おって おった おらない おれる おろう おれろ おるな おれろば おられる

おわります hết, kết thúc, xong 終わる おわって おわった おわらない おわれる おわろう おわれ おわるな おわれば おわられる

～ります

～ちます

～びます

～います



かえります về 帰る かえって かえった かえらない かえれる かえろう かえれ かえるな かえれば かえられる
かかります mất, tốn 罹る かかって かかった かからない かかれる かかろう かかれ かかるな かかれば かかられる
かかります khóa (cửa) 掛る かかって かかった かからない かかれる かかろう かかれ かかるな かかれば かかられる
かかります có điện thoại 賭かる かかって かかった かからない かかれる かかるう かかれ かかるな かかれば かかられる
かざります trang trí 飾る かざって かざった かざらない かざれる かざろう かぎれ かぎるな かぎれば かざられる
かぶります đội (mũ) 被る かぶって かぶった かぶらない かぶれる かぶろう かぶれ かぶるな かぶれば かぶられる
かわります thay đổi, đổi 変わる かわって かわった かわらない かわれる かわろう かわれ かわるな かわれば かわられる
きります cắt 切る きって きった きらない きれる ころう きれ きるな きれば かられる
きります tắt (công tắc, nguồn) 切る きって きった きらない きれる きろう きれ きるな きれば きられる

くもります có mây, mây mù 曇る くもって くもった くもらない くもれる くもろう くもれ くもるな くもれば くもられる
こまります rắc rối, khó xử 困る こまって こまった こまらない こまれる こまろう こまるな こまれば こまられる
さがります giảm, giảm xuống (giá) 下がる さがって さがった さがらない さがれる さがろう さがれ さがるな さがれば さがられる
さわります sờ, chạm vào 触る さわって さわった さわらない さわれる さわろう さわれ さわるな さわれば さわられる
しかります mắng 叱る しかって しかった しからない しかれる しかろう しかれ しかるな しかれば しかられる
しまります đóng (cửa) 閉まる しまって しまった しまらない しまれる しまろう しまれ しまるな しまれば しまられる
しります biết 知る しって しった しらない しれる しろう しれ しるな しれば しられる

すべります trượt 滑る すべって すべった すべらない すべれる すべろう すべれ すべるな すべれば すべられる
すわります ngồi 座る すわって すわった すわらない すわれる すわろう すわれ すわるな すわれば すわられる

たすかります được giúp đỡ 助かる たすかって たすかった たすからない たすかれる たすかろう たすかれ たすかるな たすかれば たすかられる
つくります làm, chế tạo 作る つくって つくった つくらない つくれる つくろう つくれ つくるな つくれば つくられる

てにはいります lấy được, thu thập được 手に入る てにはいって てにはいった てにはいらない てにはいれる てにはいろう てにはいれ てにはいるな てにはいれば てにはいられる
とおります đi qua (đường) 通る とおって とおった とおらない とおれる とおろう とおれ とおるな とおれば おとられる
とまります trọ, ở 泊まる とまって とまった とまらない とまれる とまろう とまれ とまるな とまれば とまられる
とまります dừng (thang máy) 止まる とまって とまった とまらない とまれる とまろう とまれ とまるな とまれば とまられる
とります lấy, tóm 取る とって とってた とらない とれる とろう とれ とるな とれば とられる
とります chụp (ảnh) 撮る とって とった とらない とれる とろう とれ とるな とれば とられる
とります thêm (tuổi) 取る とって とった とらない とれる とろう とれ とるな とれば とられる
とります xin (nghỉ) 取る とって とった とらない とれる とろう とれ とるな とれば とられる
とります lấy trộm, lấy cắp 取る とって とった とらない とれる とろう とれ とるな とれば とられる

なおります đã được sửa (chỗ hỏng) 直る なおって なおった なおらない なおれる なおろう なおれ なるな なおれば なおられる
なおります đã khỏi (ốm) 治る なおって なおった なおらない なおれる なおろう なおれ なるな なおれば なおられる

なくなります chết, mất, qua đời 亡くなる なくなって なくなった なくならない なくなれる なくなろう なくなれ なくなるな なくなれば なくなられる
なくなります mất, hết 無くなる なくなって なくなった なくならない なくなれる なくなろう なくなれ なくなるな なくなれば なくなられる

なります trở thành, trở nên 成る なって なった ならない なる なろう なれ なるな なれば ならわれる
なります reo, kêu 鳴る なって なった ならない なれる なろう なれ なるな なれば なられる

ねむります ngủ 眠る ねむって ねむった ねむらない ねむれる ねむろう ねむれ ねむるな ねむれば ねむられる
のこります ở lại 残る のこって のこった のこらない のこれる のころう のこれ のこるな のこれば のこられる
のぼります leo (núi) 登る のぼって のぼった のぼらない のぼれる のぼろう のぼれ のぼるな のぼれば のぼられる
のります đi, lên (tàu, xe) 乗る のって のった のらない のれる のろう のれ のるな のれば のられる

はいります vào (quán giải khát) 入る はいって はいった はいらない はいれる はいろう はいれ ないるな はいれば はいられる
はいります vào, nhập học (đại học) 入る はいって はいった はいらない はいれる はいろう はいれ ないるな はいれば はいられる
はいります vào (bồn tắm) 入る はいって はいった はいらない はいれる はいろう はいれ ないるな はいれば はいられる
はかります cân, đo 測る・量る はかって はかった はからない はかれる はかろう はかれ はかるな はかれば はかられる

はじまります bắt đầu (buổi lễ) 始まる はじまって はじまった はじまらない はじまれる はじまろう はじまれ はじまるな はじまれば はじまられる
はしります chạy (trên đường) 走る はしって はしった はしらない はしれる はしろう はしれ はしるな はしれば はしられる
はります dán, dán lên, đính lên 貼る はって はった はらない はれる はろう はれ はるな はれば はられる

ぶつかります đâm, va chạm ぶつかる ぶつかって ぶつかった ぶつからない ぶつかれる ぶつかろう ぶつかれ ぶつかるな ぶつかれば ぶつかられる
ふとります béo lên, tăng cân 太る ふとって ふとった ふとらない ふとれる ふとろう ふとれ ふとるな ふとれば ふとられる
ふります rơi (mưa, tuyết) 降る ふって ふった ふらない ふれる ふろう ふれ ふるな ふれば ふられる
へります giảm xuống (xuất khẩu) 減る へって へった へらない へれる へろう へれ へるな へれば へられる
ほります khắc 彫る ほって ほった ほらない ほれる ほろう ほれ ほるな ほれば ほられる

まがります rẽ, quẹo 曲がる まがって まがった まがらない まがれる まがろう まがれ まがるな まがれば まがられる
まじわります giao lưu với, quan hệ với 交わる まじわって まじわった まじわらない まじわれる まじわろう まじわれ まじわるな まじわれば まじわられる
まもります bảo vệ, tuân thủ, giữ gìn 守る まもって まもった まもらない まもれる まもろう まもれ まもるな まもれば まもられる

みつかります được tìm thấy (đồ vật) 見つかる みつかって みつかった みつからない みつかれる みつかろう みつかれ みつかるな みつかれば みつかられる
もどります quay lại, trở lại 戻る もどって もどった もどらない もどれる もどろう もどれ もどるな もどれば もどられる
やります làm, tưới (cây) やる やって やった やらない やれる やろう やれ やるな やれば やられる
やります cho, tặng (người dưới) やる やって やった やらない やれる やろう やれ やるな やれば やられる

わかります hiểu, nắm được 分かる わかって わかった わからない わかる わかろう わかるな わかれば わかられる
わたります qua (cầu, đường) 渡る わたって わたった わたらない わたれる わたろう わたれ わたるな わたれば わたられる

Kính ngữ

ございます có {lịch sự} ござる
うかがいます nghe, hỏi {khiêm nhường} 伺う うかがって
いただきます nhận {khiêm nhường} 頂く いただいて いただいた いただかない いただける いただこう いただけ いただくな いただけば いただかれる
いたします làm {khiêm nhường} 致す
もうします nói {khiêm nhường} 申す
おります ở {khiêm nhường} 居る

おめにかかります gặp {khiêm nhường} お目にかかる
まいります đi, đến {khiêm nhường} 参る

いらっしゃいます đến {tôn kính} いらっ者う いらっしゃって いらっしゃった いらっしゃわない いらっしゃえる いらっしゃおう いらっしゃえ いらっしゃうな いらっしゃえば いらっしゃわれ
くださいます cho, tặng {tôn kính} 下さる くださって くださった くださわない くださえる くださおう くださえ くださるな くださえば くださわれる
なさいます làm {tôn kính} なさう

おいでなります đi , đến {tôn kính} 甥でなる
ごらんになります nhìn {tôn kính} ご覧になる
めしあがります ăn, uống {tôn kính} 召し上がる

Kính ngữ


