
Manière de distinguer avec « ます形
けい

 »  （Le plus facile） 

 

 

１グループ Verbe 

i + masu （Ex : かいます kaimasu, はなします hanashimasu） 

            

Exception → 2グループ 

います imasu, みます mimasu, おきます okimasu, 着ます きます kimasu 

あびます abimasu, 借ります かります karimasu, 降ります おります orimasu 

できます dekimasu, たります tarimasu 

→2グループ 

2グループ Verbe 

e + masu （Ex : たべます tabemasu, ねます nemasu） 

3グループ Verbe 

きます、 します、 ～します 

Nom + します 

Exemples 

心配 しんぱい souci → 心配します s'inquieter 

勉強 べんきょう études → 勉強します étudier 

結婚 けっこん mariage → 結婚します se marier 

買い物 かいもの achat → 買い物します 

食事 しょくじ repas → 食事します prendre les repas 

散歩 さんぽ promenade → 散歩します 

コピー copie → コピーします 

研究 けんきゅう recherches → 研究します 

残業 ざんぎょう heures supplémentaires → 残業します 

出張 しゅっちょう déplacement → 出張します 

運転 うんてん conduite → 運転します 

予約 よやく réservation → 予約します 

掃除 そうじ ménage → 掃除します 

洗濯 せんたく lessive, lavage → 洗濯します      etc. 

います il y a 

きます mettre un bâtement 

シャワーを あびます 

prendre une douche 

かります emprunter 

おります descendre 

できます pouvoir faire 

たります suffire 

 

おります 

Une personne bouge. 

でんしゃを おります 

descendre du train 

 

おろします 

porter qc de haut en bas 

たべものを おろします 

descendre la nouritture 



Manière de distinguer avec « じしょ形
けい

 » （Il faut apprendre « じしょ形 »） 

 

・Le verbe ne finit pas en « る » → 1グループ  

 

 

 

・La syllabe avant « る » finit en “a” ou “u” ou “o” → 1 グループ 

 

 

 

 

 

 

 

・La syllabe avant « る » finit en “e” ou “i” → 2 グループ 

 

 

 

 

 

 Exceptions 

かえる kaeru, すべる suberu, へる heru 

きる kiru, しる shiru, はいる hairu, はしる hashiru, 要る（いる） iru, まいる mairu 

 → 1グループ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex: はたらく、 やすむ、 つかう 

a + ru （Ex : おわる owaru, かわる kawaru, すわる suwaru） 

u + ru （Ex : おくる okuru, ふる furu, うる uru） 

o + ru （Ex : とる toru, のる noru, のぼる noboru） 

e + ru （Ex : たべる taberu, ねる neru, きめる kimeru） 

i + ru （Ex : みる miru, かりる kariru, たりる tariru） 



Manière de distinguer avec « ない形
けい

 » （Il faut apprendre « ない形 »） 

 

1グループ a + nai （Ex : つかう→つかわない tsukawanai, かえる→かえらない kaeranai） 

 

2グループ i / e + nai （Ex: たべる→たべない tabenai, かりる→かりない karinai） 

 

Exceptions : ある （ない nai） → 1グループ 

 

 


