
BASIC JAPANESE VERBS: Let’s Master them NOW!  (Scripts) 

Body 
parts 

VERBS (English) VERBS 

(dictionary)  

Strategies VERBS 

(masu form) 

VERBS (Masu-

negative)           

= do not… 

VERBS (te-form): = 

Please… 

VERBS (must form) = must… 

 do する スルーする します しません してください しなければなりません 

Head 

think かんがえ

る 

カンガルーをかん

がえる 

かんがえま

す 

かんがえません かんがえてください かんがえなければなりません 

like すきです すきやきがすきで

す 

すきになりま

す 

すきになりませ

ん 

すきになってください すきにならなければなりません 

Study/learn まなぶ マナーブックをまな

ぶ 

まなびます まなびません まなんでください まなばなければなりません 

eyes 
See/look/watch みる ミルクをみる みます みません みてください みなければなりません 

Read よむ ヤムをよむ よみます よみません よんでください よまなければなりません 

Meet あう アウルにあう あいます あいません あってください あわなければなりません 

ears Hear/listen きく キックをきく ききます ききません きいてください きかなければなりません 

nose smell におう ニャオウ！におう においます においません   

mouth 

eat たべる テーブルをたべる たべます たべません たべてください たべなければなりません 

drink のむ ノーマルをのむ のみます のみません のんでください のまなければなりません 

Speak/talk はなす ハナ＆スーとはな

す 

はなします はなしません はなしてください はなさなければなりません 

sing うたう ユタをうたう うたいます うたいません うたってください うたわなければなりません 

laugh わらう ワラウール！ わら

う！ 

わらいます わらいません わらってください わらわなければなりません 

hands 

write かく カークをかく かきます かきません かいてください かかなければなりません 

play あそぶ あ、ソープであそぶ あそびます あそびません あそんでください あそばなければなりません 

open あける アーケードをあける あけます あけません あけてください あけなければなりません 

close しめる シー、メールをしめ

る 

しめます しめません しめてください しめなければなりません 

have もつ モーターをもつ もっています もっていません もっていてください もたなければなりません 

make つくる トゥークールをつく

る 

つくります つくりません つくってください つくらなければなりません 

Give あげる あ、ガールをあげる あげます あげません あげてください あげなければなりません 



Receive うけとる U-ケトルをうけとる うけとります うけとりません うけとってください うけとらなければなりません 

use つかう トゥーカウズをつか

う 

つかいます つかいません つかってください つかわなければなりません 

Take とる トールをとる とります とりません とってください とらなければなりません 

sell うる ウールをうる うります うりません うってください うらなければなりません 

buy かう カウをかう かいます かいません かってください かわなければなりません 

Feet 

walk あるく アークをあるく あるきます あるきません あるいてください あるかなければなりません 

run はしる ハッスル！はしる！ はしります はしりません はしってください はしらなければなりません 

go いく イーグルにいく いきます いきません いってください いかなければなりません 

come くる クールにくる きます きません きてください こなければなりません 

Body 

Protect/save まもる まもるをまもる まもります まもりません まもってください まもらなければなりません 

Follow/obey したがう しんたにしたがう したがいま

す 

したがいません したがってください したがわなければなりません 

become なる ナルトになる なります なりません なってください ならなければなりません 

Others 

stand たつ タッチ！たつ！ たちます たちません たってください たたなければなりません 

Sit すわる スワローがすわる すわります すわりません すわってください すわらなければなりません 

drive うんてん

する 

アンテナをうんてん

する 

うんてんしま

す 

うんてんしませ

ん 

うんてんしてください うんてんしなければなりません 

respect そんけい

する 

ソニックをそんけい

する 

そんけいし

ます 

そんけいしませ

ん 

そんけいしてください そんけいしなければなりません 

celebrate いわう イエー！ワオ！いわ

う！ 

いわいます いわいません いわってください いわわなければなりません 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



BASIC JAPANESE VERBS: Let’s Master them NOW!  (Romaji) 

Body 
parts 

VERBS (English) VERBS 
(dictionary)  

Strategies VERBS (masu 
form) 

VERBS (Masu-
negative)           
= do not… 

VERBS (te-form): = 
Please… 

VERBS (must form) = must… 

 do suru Through suru shimasu shimasen Shite kudasai Shinakereba narimasen 

Head 

think Kangaeru Kangaroo o 
kangaeru 

kangaemasu kangaemasen Kangaete kudasai Kangaenakereba narimasen 

like sukidesu Sukiyaki ga suki 
desu 

Sukini 
narimasu 

sukininarimasen Sukininatte kudasai Sukini naranakereba narimasen 

Study/learn Manabu Manner book o 
manabu 

manabimasu manabimasen Manande kudasai Manabanakereba 
narimasen 

eyes 
See/look/watch Miru Milk o miru mimasu mimasen Mite kudasai Minakereba narimasen 

Read Yomu Yum o yomu yomimasu yomimasen Yonde kudasai Yomanakereb narimasen 

Meet Au Owl ni au aimasu aimasen Atte kudasai Awanakereba narimasen 

ears Hear/listen Kiku Kick o kiku kikimasu kikimasen Kiite kudasai Kikanakereba narimasen 

nose smell Niou Nyaou ga niou nioimasu nioimasen   

mouth 

eat Taberu Table o taberu tabemasu tabemasen Tabete kudasai Tabenakereba narimasen 

drink Nomu Normal o nomu nomimasu nomimasen Nonde kudasai Nomanakereba narimasen 

Speak/talk Hanasu Hannah & Sue to 
hanasu 

hanashimasu hanashimasen Hanashite kudasai Hanasanakereba narimasen 

sing Utau Utah o utau utaimasu utaimasen Utatte kudasai Utawanakereba narimasen 

laugh Warau  
What a wool!  

Warau! 

waraimasu waraimasen Waratte kudasai Warawanakereba narimasen 

hands 

write Kaku Kirk o kaku kakimasu kakimasen Kaite kudasai Kakanakereba narimasen 

play Asobu A soap de asobu asobimasu asobimasen Asonde kudasai Asobanakereba narimasen 

open Akeru Acade o akeru akemasu akemasen Akete kudasai Akenakereba narimasen 

close Shimeru She, mail o 
shimeru 

shimemasu shimemasen Shimete kudasai Shimenakereba narimasen 

have Motsu Motor o motsu motteimasu motteimasen Motte kudasai Motteinakereba narimasen 

make Tsukuru Too cool o 
tsukuru 

tsukurimasu tsukurimasen Tsukutte kudasai Tsukuranakereba narimasen 

Give Ageru A girl o ageru agemasu agemasen Agete kudasai Agenakereba narimasen 



Receive Uketoru U-kettle o 
uketoru 

uketorimasu uketorimasen Uketotte kudasai Uketoranakereba narimasen 

use Tsukau Two cows o 
tsukau 

tsukaimasu tsukaimasen Tsukatte kudasai Tsukawanakereba narimasen 

Take Toru Tall o toru torimasu torimasen Totte kudasai Toranakereba narimasen 

sell Uru Wool o uru urimasu urimasen Utte kudasai Uranakereba narimasen 

buy Kau Cow o kau kaimasu kaimasen Katte kudasai Kawanakereba narimasen 

Feet 

walk Aruku Ark o aruku arukimasu arukimasen Aruite kudasdai Arukanakereba narimasen 

run Hashiru Husstle! hashiru! hashirimasu hashirimasen Hanashite kudasai Hashiranakereba narimasen 

go Iku Eagle ni iku ikimasu ikimasen Itte kudasai Ikanakereba narimasen 

come Kuru Cool ni kuru kimasu kimasen Kite kudasai Konakereba narimasen 

Body 

Protect/save Mamoru Mamoru o 
mamoru 

mamorimasu mamorimasen Mamotte kudasai Mamoranakereba narimasen 

Follow/obey Shitagau Shinta ni shitagau shitagaimasu shitagaimasen Shitagatte kudasai Shitagawanakereba 
Narimasen 

become Naru Naruto ni naru narimasu narimasen Natte kudasai Naranakereba narimasen 

Others 

stand tatsu Touch! Tatsu! tachimasu tachimasen Tatte kudasai Tatanakereba narimasen 

Sit suwaru Swallow ga 
suwaru 

suwarimasu suwarimasen Suwatte kudasai Suwaranakereba narimasen 

drive untensuru Antenna o 
untensuru 

untenshimasu untenshimasen Untenshite kudasai Untenshinakereba narimasen 

respect sonkeisuru Sonic o 
sonkeisuru 

sonkeishimasu sonkeishimasen Sonkeishite kudasai Sonkeishinakereba narimasen 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



Rules in Japan (examples) 

TOPIC Wa Nouns Particles Verbs 

Nihon no Seito wa 

jugyou chuu hanashimasen 

Kyoushitsu no soto de Tabemasen 

shoujou O 
Uketorimasen 

katate De 

rouka O Arukimasu 

rouka O hashirimasen 

sensei o sonkeishimasu 

kanningu o Shimasen 

sensei o sonkeishimasu 

migigawa o arukimasu 

Shukudai  o shimasu 

chikoku o shimasen 

jugyou Nomaeni/atode Tachimasu/suwarimasu 

sensei ni aisatsushimasu 

Sensei ni Ojigi shimasu 

Gakkou  ni Aruite ikimasu 

shokuji O nido tabemasen 

gakkou o soujishimasu 

Nihonjin  wa 
Natsu to nenmatsu ni 

agemasu 
okurimono o 

kodomo  wa 
shougatsu ni 

Uketorimasu. 
otoshidama o 

Nihonjin  wa 
nenmatsu ni 

tabemasu 
soba o 

hitobito wa Migi-gawa o arukimasu 

kuruma wa Hidari-gawa o 
Hashirimasu 

 

18 sai wa biiru o Nomimasen (nomemasen). 

20 sai  wa biiru o Nomimasu (nomemasu) 

18 sai  wa kuruma o Untenshimasu (drive) 

Nihonjin wa kangaroo o Tabemasen. 

Onnanoko wa Saint Valentin’s day  ni  
agemasu 

  chocolate o 

 


