
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（え）ます Ｖ（え）る Ｖて Ｖた Ｖない Ｖられる Ｖよう Ｖろ Ｖさせる Ｖるな Ｖれば Ｖられる

あきらめます từ bỏ, đầu hàng 諦める あきらめて あきらめた あきらめない あきらめられる あきらめよう あきらめろ あきらめさせる あきらめるな あきらめれば あきらめられる
あつめます sưu tập, thu thập 集める あつめて あつめた あつめない あつめられる あつめよう あつめろ あつめさせる あつめるな あつめれば あつめられる
いじめます bắt nạt 苛める いじめて いじめた いじめない いじめられる いじめよう いじめろ いじめさせる いじめるな いじめれば いじめられる
あけます [bị, được] mở (cửa) 開ける あけて あけた あけない あけられる あけよう あけろ あけさせる あけるな あければ あけられる
あげます [bị, được] tăng lên 上げる あげて あげた あげない あげられる あげよう あげろ あげさせる あげるな あげれば あげられる
あげます cho, tặng (ai đó) 上げる あげて あげた あげない あげられる あげよう あげろ あげさせる あげるな あげれば あげられる
いれます bật (công tắc, nguồn) 入れる いれて いれた いれない いれられる いれよう いれろ いれさせる いれるな いれれば いれられる
いれます  [bị, được] cho vào 入れる いれて いれた いれない いれられる いれよう いれろ いれさせる いれるな いれれば いれられる
いれます pha (cafe) 入れる いれて いれた いれない いれられる いれよう いれろ いれさせる いれるな いれれば いれられる
うえます trồng (cây) 植える うえて うえた うえない うえられる うえよう うえろ うえさせる うえるな うえれば うえられる
うけます thi (kỳ thi) 受ける うけて うけた うけない うけられる うけよう うけろ うけさせる うけるな うければ うけられる

うまれます sinh ra 生まれる うまれて うまれた うまれない うまれられる うまれよう うまれろ うまれさせる うまれるな うまれれば うまれられる
うめたてます lấp 埋め立てる うめたてて うめたてた うめたてない うめたてられる うめたてよう うめたてろ うめたてさせる うめたてるな うめたてれば うめたてられる
おくれます chậm, muộn (cuộc hẹn) 遅れる おくれて おくれた おくれない おくれられる おくれよう おくれろ おくれされる おくれるな おくれれば おくれられる
おしえます dạy (học) 教える おしえて おしえた おしえない おしえられる おしえよう おしえろ おしえさせる おしえるな おしえれば おしえられる
おしえます cho biết 教える おしえて おしえた おしえない おしえられる おしえよう おしえろ おしえさせる おしえるな おしえれば おしえられる

おちゃをたてます pha trà, khuấy trà お茶をたてる おちゃをたてて おちゃをたてた おちゃをたてない おちゃをたてられる おちゃをたてよう おちゃをたてろ おちゃをたてさせる おちゃをたてるな おちゃをたてれば おちゃをたてられる
おぼえます nhớ 覚える おぼえて おぼえた おぼえない おぼえられる おぼえよう おぼえろ おぼえさせる おぼえるな おぼえれば おぼえられる
おれます gãy 折れる おれて おれた おれない おれられる おれよう おれろ おれさせる おれるな おれれば おれられる
かえます đổi (tiền) 換える かえて かえた かえない かえられる かえよう かえろ かえさせる かえるな かえれば かえられる
かえます [bị, được] thay đổi 変える かえて かえた かえない かえられる かえよう かえろ かえさせる かえるな かえれば かえられる
かけます [bị, được] khóa 掛ける かけて かけた かけない かけられる かけよう かけろ かけさせる かけるな かければ かけられる
かけます treo 掛ける かけて かけた かけない かけられる かけよう かけろ かけさせる かけるな かければ かけられる
かけます gọi (điện thoại) 賭ける かけて かけた かけない かけられる かけよう かけろ かけさせる かけるな かければ かけられる
かけます đeo (kính) 掛ける かけて かけた かけない かけられる かけよう かけろ かけさせる かけるな かければ かけられる

かぞえます đếm 数える かぞえて かぞえた かぞえない かぞえられる かぞえよう かぞえろ かぞえさせる かぞえるな かぞえれば かぞえられる
かたづけます [bị, được] dọn dẹp 片付ける かたづけて かたづけた かたづけない かたづけられる かたづけよう かたづけろ かたづけさせる かたづけるな かたづければ かたづけられる
かんがえます nghĩ, suy nghĩ 考える かんがえて かんがえた かんがえない かんがえられる かんがえよう かんがえろ かんがえさせる かんがえるな かんがえれば かんがえられる

きえます tắt (điện) 消える きえて きえた きえない きえられる きえよう きえろ きえさせる きえるな きえれば きえられる
きこえます có thể nghe thấy 聞こえる きこえて きこえた きこえない きこえる きこえよう きこえるな きこえれば きこえられる
きめます quyết định 決める きめて きめた きまない きめられる きめよう きめろ きめさせる きめるな きめれば きめられる
きれます đứt 切れる きれて きれた きれない きれられる きれよう きれろ きれさせる きれるな きれれば きれられる

きをつけます [bị, được] chú ý 気をつける きをつけて きをつけた きをつけない きをつけられる きをつけよう きをつけろ きをつけさせる きをつけるな きをつければ きをつけられる
くみたてます lắp, lắp ráp, lắp đặt 組み立てる くみたてて くみたてた くみたてない くみたてられる くみたてよう くみたてろ くみたてさせる くみたてるな くみたてれば くみたてられる

くれます cho, tặng (tôi) 呉れる くれて くれた くれない くれられる くれよう くれろ くれさせる くれるな くれれば くれられる
こたえます trả lời (câu hỏi) 答える こたえて こたえた こたえない こたえられる こたえよう こたえろ こたえさせる こたえるな こたえれば こたえられる
こわれます hỏng 壊れる こわれて こわれた こわれない こわれられる こわれよう こわれろ こわれさせる こわれるな こわれれば こわれられる
さげます [bị, được] giảm xuống 下げる さげて さげた さげない さげられる さげよう さげろ さげさせる さげるな さげれば さげられる
しめます [bị, được] đóng (cửa) 閉める しめて しめた しめない しめられる しめよう しめろ しめさせる しめるな しめれば しめられる

しらせます thông báo 知らせる しらせて しらせた しらせない しらせられる しらせよう しらせろ しらせさせる しらせるな しらせれば しらせられる
しらべます điều tra, tìm hiểu 調べる しらべて しらべた しらべない しらべられる しらべよう しらべろ しらべさせる しらべるな しらべれば しらべられる
すてます vứt, bỏ đi 捨てる すてて すてた すてない すてられる すてよう すてろ すてさせる すてるな すてれば すてられる

そだてます nuôi, trồng 育てる そだてて そだてた そだてない そだてられる そだてよう そだてろ そだてさせる そだてるな そだてれば そだてられる
たおれます đổ (nhà) 倒れる たおれて たおれた たおれない たおれられる たおれよう たおれろ たおれさせる たおれるな たおれれば たおれられる
たおれます đổ 倒れる たおれて たおれた たおれない たおれられる たおれよう たおれろ たおれさせる たおれるな たおれれば たおれられる

たしかめます xác nhận 確かめる たしかめて たしかめた たしかめない たしかめられる たしかめよう たしかめろ たしかめるな たしかめれば たしかめられる
たすけます giúp, giúp đỡ 助ける たすけて たすけた たすけない たすけられる たすけよう たすけろ たすけるな たすければ たすけられる
たてます xây, xây dựng 建てる たてて たてた たてない たてられる たてよう たてろ たてるな たてれば たてられる
たべます ăn 食べる たべて たべた たべない たべられる たべよう たべろ たべるな たべれば たべられる

つかれます mệt 疲れる つかれて つかれた つかれない つかれられる つかえよう つかえるな つかえれば つかれられる
つけます vẽ, đánh dấu 付ける つけて つけた つけない つけられる つけよう つけろ つけるな つければ つけられる
つけます chấm (xì dầu) 漬ける つけて つけた つけない つけられる つけよう つけろ つけるな つければ つけられる
つけます lắp, ghép thêm 付ける つけて つけた つけない つけられる つけよう つけろ つけるな つければ つけられる
つけます mặc, đeo 着ける つけて つけた つけない つけられる つけよう つけろ つけるな つければ つけられる
つけます [bị, được] bật (điện) 点ける つけて つけた つけない つけられる つけよう つけろ つけるな つければ つけられる

つたえます truyền, truyền đạt 伝える つたえて つたえた つたえない つたえられる つたえよう つたえられろ つたえられるな つたえられれば つたえられる
つづけます [bị, được] tếp tục 続ける つづけて つづけた つづけない つづけられる つづけよう つづけろ つづけるな つづければ つづけられる
でかけます ra ngoài 出かける でかけて でかけた でかけない でかけられる でかけよう でかけろ でかけるな でかければ でかけられる

てにいれます có được, lấy được 手に入れる てにいれて てにいれた てにいれない てにいれられる てにいれよう てにいれろ てにいれるな てにいれれば てにいれられる
でます được xuất bản (sách) 出る でて でた でない でられる でよう でろ でるな でれば でられる
でます xuất phát, chạy (xe buýt) 出る でて でた でない でられる でよう でろ でるな でれば でられる
でます tham gia, tham dự 出る でて でた でない でられる でよう でろ でるな でれば でられる
でます đi ra, ra khỏi (quán) 出る でて でた でない でられる でよう でろ でるな でれば でられる
でます ra, tốt nghiệp (đại học) 出る でて でた でない でられる でよう でろ でるな でれば でられる
でます ra, đi ra (tiền thừa) 出る でて でた でない でられる でよう でろ でるな でれば でられる

とめます [bị, được] dừng, đỗ 止める とめて とめた とめない とめられる とめよう とめろ とめるな とめれば とめられる
とりかえます đổi, thay 取り替える とりかえて とりかえた とりかえない とりかえられる とりかえよう とりかえろ とりかえるな とりかえれば とりかえられる

うれます bán được, bán chạy 売れる うれて うれた うれない うれられる うれよう うれろ うれるな うれれば うれられる
とれます tuột 取れる とれて とれた とれない とれられる とれよう とれろ とれるな とれれば とれられる
なげます ném 投げる なげて なげた なげない なげられる なげよう なげろ なげるな なげれば なげられる

ならべます [bị, được] xếp hàng 並べる ならべて ならべた ならべない ならべられる ならべよう ならべろ ならべるな ならべれば ならべられる
なれます làm quen với 慣れる なれて なれた なれない なれられる なれよう なれろ なれるな なれれば なれられる
にえます chín, được nấu 煮える にえて にえた にえない にえられる にえよう にえろ にえるな にえれば にえられる

～えます



にげます chạy trốn, bỏ chạy 逃げる にげて にげた にげない にげられる にげよう にげよろ にげるな にげれば にげられる
にています giống 似ている にていて にていた にていない にていられる にていよう にていろ にているな にていれば にていられる
ぬれます ướt 濡れる ぬれて ぬれた ぬれない ぬれられる ぬれよう ぬれろ ぬれるな ぬれれば ぬれられる
ねます ngủ, đi ngủ 寝る ねて ねた ねない ねられる ねよう ねろ ねるな ねれば ねられる

のせます để lên, đặt lên 載せる のせて のせた のせない のせられる のせよう のせろ のせるな のせれば のせられる
のりかえます chuyển (tàu, xe) 乗り換える のりかえて のりかえた のりかえない のえいかえられる のりかえよう のりかえろ のりかえるな のりかえれば のえいかえられる
はじめます [bị, được] bắt đầu 始める はじめて はじめた はじめない はじめられる はじめよう はじめろ はじめるな はじめれば はじめられる
はずれます tuột, bung (cúc áo) 外れる はずれて はずれた はずれない はずれられる はずれよう はずれろ はずれるな はずれれば はずれられる
はれます nắng, quang đãng 晴れる はれて はれた はれない はれられる はれよう はれろ はれるな はれれば はれられる

ひにかけます cho qua lửa, đun 火にかける ひにかけて ひにかけた ひにかけない ひにかけられる ひにかけよう ひにかけろ ひにかけるな ひにかければ ひにかけられる
ふえます tăng lên (xuất khẩu) 増える ふえて ふえた ふえない ふえられる ふえよう ふえろ ふえるな ふえれば ふえられる
ほめます khen 褒める ほめて ほめた ほめない ほめられる ほめよう ほめろ ほめるな ほめれば ほめられる
まけます thua 負ける まけて まけた まけない はけられる まけよう まけろ まけるな まければ はけられる
まぜます trộn, khuấy 混ぜる まぜて まぜた まぜない まぜられる まぜよう まぜろ まぜるな まぜれば まぜられる

まちがえます nhầm, sai 間違える まちがえて まちがえた まちがえない まちがえられる まちがえよう まちがえろ まちがえるな まちがえれば まちがえられる
まとめます nhóm lại, tóm lại 纏める まとめて まとめた まとめない まとめられる まとめよう まとめろ まとめるな まとめれば まとめられる
みえます có thể nhìn thấy 見える みえて みえた みえない みえる みえよう みえるな みえれば みえられる
みせます cho xem, trình diễn 見せる みせて みせた みせない みせられる みせよう みせろ みせるな みせれば みせられる

みつけます [bị, được] tìm, tìm thấy 見つける みつけて みつけた みつけない みつけられる みつけよう みつけろ みつけるな みつければ みつけられる
むかえます đón 迎える むかえて むかえた むかえない むかえられる むかえよう むかえろ むかえるな むかえれば むかえられる

めがさめます tỉnh giấc, mở mắt 目が覚める めがさめて めがさめた めがさめない めがさめられる めがさめよう めがさめろ めがさめるな めがさめれば めがさめられる
もえます cháy được (rác) 燃える もえて もえた もえない もえられる もえよう もえろ もえるな もえれば もえられる
やけます cháy, thiêu, nướng 焼ける やけて やけた やけない やけられる やけよう やけろ やけるな やければ やけられる
やせます gầy đi, giảm cân 痩せる やせて やせた やせない やせられる やせよう やせろ やせるな やせれば やせられる

やぶれます rách 破れる やぶれて やぶれた やぶれない やぶれられる やぶれよう やぶれろ やぶれるな やぶれれば やぶれられる
やめます bỏ, thôi (việc) 辞める やめて やめた やめない やめられる やめよう やめろ やめるな やめれば やめられる

よごれます bẩn 汚れる よごれて よごれた よごれない よごれられる よごれよう よごれろ よごれるな よごれれば よごれられる
わかれます chia tay, từ biệt 別れる わかれて わかれた わかれない わかれられる わかれよう わかれろ わかれるな わかれれば わかれられる
わすれます quên 忘れる わすれて わすれた わすれない わすれられる わすれよう わすれろ わすれるな わすれれば わすれられる
われます vỡ 割れる われて われた われない われられる われよう われろ われるな われれば われられる

きます mặc (áo sơ mi) 着る きて きた きない きられる きよう きろ きさせる きるな きれば きられる
いきます sinh sống 生きる いきて いきた いきない いきられる いきよう いきろ いきさせる いきるない いきれば いきられる
おきます xảy ra (tai nạn) 起きる おきて おきた おきない おきられる おきよう おきろ おきさせる おきるな おきれば おきられる
おきます dậy, thức dậy 起きる おきて おきた おきない おきられる おきよう おきろ おきさせる おきるな おきれば おきられる
できます được xây, hoàn thành 出来る できて できた できない できる できよう できるな できれば できられる
できます có thể 出来る できて できた できない できる できよう できるな できれば できられる
すぎます quá, qua (giờ) 過ぎる すぎて すぎた すぎない すぎられる すぎよう すぎろ ずぎさせる すぎるな すぎれば すぎられる
とじます đóng, nhắm 閉じる とじて とじた とじない とじられる とじよう とじろ とじさせる とじるな とじれば とじられる

しんじます tin, tin tưởng 信じる しんじて しんじた しんじない しんじられる しんじよう しんじろ しんじさせる しんじるな しんじれば しんじられる
にます nấu 煮る にて にた にない にられる によう にろ にさせる にるな にれば にられる
みます xem, khám (bệnh) 診る みて みた みない みられる みよう みろ みさせる みるな みれば みられる
みます xem, nhìn, trông 見る みて みた みない みられる みよう みろ みさせる みるな みれば みられる

あびます tắm 浴びる あびて あびた あびない あびられる あびよう あびろ あびさせる あびるな あびれば あびられる
います có, ở (người, con vật) 居る いて いた いない いられる いよう いろ いさせう いるな いれば いられる
います có (con) 居る いて いた いない いられる いよう いろ いさせる いるな いれば いられる
います ở (Nhật) 居る いて いた いない いられる いよう いろ いさせる いるな いれば いられる

おちます rơi 落ちる おちて おちた おちない おちられる おちよう おちろ おちさせる おちるな おちれば おちられる
かります mượn, vay 借りる かりて かりた かりない かりられる かりよう かりろ かりさせる かりるな かりれば かりられる
おります xuống (tàu, xe) 降りる おりて おりた おりない おりられる おりよう おりろ おりさせる おりるな おりれば おりられる
たります đủ 足りる たりて たりた たりない たりられる たりよう たりるな たりれば たりられる

～います


