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さ行変格活用「為」 せせせせず ししししけり すすすす するするするすること すれすれすれすれど せよせよせよせよ
未知推量「むず」 為むずむずむずむず 為むずるむずるむずるむずること 為むずれむずれむずれむずれど
四段活用「行く」 行かかかかず 行ききききけり 行くくくく 行くくくくこと 行けけけけど 行けけけけ
未知推量「む」 為むむむむ 為むむむむこと 為めめめめど
過去推量「けむ」 為けむけむけむけむ 為けむけむけむけむこと 為けめけめけめけめど
現在推量「らむ」 為らむらむらむらむ 為らむらむらむらむこと 為らめらめらめらめど
上一段活用｢射る」 いいいいず いいいいけり いるいるいるいる いるいるいるいること いれいれいれいれど いよいよいよいよ
下一段活用「蹴る」 けけけけず けけけけけり けるけるけるける けるけるけるけること けれけれけれけれど けよけよけよけよ
上二段活用｢落つ｣ 落ちちちちず 落ちちちちけり 落つつつつ 落つるつるつるつること 落つれつれつれつれど 落ちよちよちよちよ
下二段活用「受」 ええええず ええええけり うううう うるうるうるうること うれうれうれうれど えよえよえよえよ
受身,尊敬「る」 思はれれれれず 思はれれれれけり 思はるるるる 思はるるるるるるるること 思はるれるれるれるれど 思はれよれよれよれよ
受身,尊敬「らる」 為られられられられず 為られられられられけり 為らるらるらるらる 為らるるらるるらるるらるること 為らるれらるれらるれらるれど 為られよられよられよられよ
使役,尊敬「す」 行かせせせせず 行かせせせせけり 行かすすすす 行かするするするすること 行かすれすれすれすれど 行かせよせよせよせよ
使役,尊敬「さす」 為させさせさせさせず 為させさせさせさせけり 為さすさすさすさす 為さするさするさするさすること 為さすれさすれさすれさすれど 為させよさせよさせよさせよ
使役,尊敬「しむ」 為しめしめしめしめず 為しめしめしめしめけり 為しむしむしむしむ 為しむるしむるしむるしむること 為しむれしむれしむれしむれど 為しめよしめよしめよしめよ
意識的完了「つ」 為ててててむ 為てててて、 為つつつつ 為つるつるつるつること 為つれつれつれつれど 為てよてよてよてよ
か行変格活用｢来」 ここここず ききききけり くくくく くるくるくるくること くれくれくれくれど ここここ（よよよよ）
な行変格活用「死ぬ」 死ななななず 死ににににけり 死ぬぬぬぬ 死ぬるぬるぬるぬること 死ぬれぬれぬれぬれど 死ねねねね
無意識的完了「ぬ」 為ななななむ 為ににににけり 為ぬぬぬぬ 為ぬるぬるぬるぬること 為ぬれぬれぬれぬれど
ら行変格活用「あり」 あらあらあらあらず ありありありありけり ありありありあり あるあるあるあること あれあれあれあれど あれあれあれあれ

静かならならならならず 静かなりなりなりなりけり 静かなりなりなりなり 静かなるなるなるなること 静かなれなれなれなれど 静かなれなれなれなれ
静かにににになる

堂々たらたらたらたらず 堂々たりたりたりたりけり 堂々たりたりたりたり 堂々たるたるたるたること 堂々たれたれたれたれど 堂々たれたれたれたれ
堂々ととととなる

為るならならならならば 為るなりなりなりなりけり 為るなりなりなりなり 為るなるなるなるなること 為るなれなれなれなれど 為るなれなれなれなれ
何事ににににかあらん

人たらたらたらたらず 人たりたりたりたりけり 人たりたりたりたり 人たるたるたるたること 人たれたれたれたれど 人たれたれたれたれ
人ととととなる

暗記用活用表（1）暗記用活用表（1）暗記用活用表（1）暗記用活用表（1）

形容動詞（ナリ活用）
「静かなり」

形容動詞（タリ活用）
「堂々たり」

断定「なり」

断定「たり」
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伝聞,推定「なり」 為なりなりなりなりて、 為なりなりなりなり 為なるなるなるなること 為なれなれなれなれど
完了,存続「たり」 為たらたらたらたらむ 為たりたりたりたりけり 為たりたりたりたり 為たるたるたるたること 為たれたれたれたれど 為たれたれたれたれ
完了,存続「り」 為ららららむ 為りりりりけり 為りりりり 為るるるること 為れれれれども
過去の伝聞「けり」 為けりけりけりけり 為けるけるけるけること 為けれけれけれけれど
眼前推量「めり」 為めりめりめりめり 為めるめるめるめること 為めれめれめれめれど

良くくくくは 良くくくくなる 良しししし 良ききききこと 良けれけれけれけれど
良からからからからむ 良かりかりかりかりけり 良かるかるかるかるなり 良かれかれかれかれ
悪しくしくしくしくは 悪しくしくしくしくなる 悪しししし 悪しきしきしきしきこと 悪しけれしけれしけれしけれど
悪しからしからしからしからむ 悪しかりしかりしかりしかりけり 悪しかるしかるしかるしかるなり 悪しかれしかれしかれしかれ
為べくべくべくべくば 為べくべくべくべく、 為べしべしべしべし 為べきべきべきべきこと 為べけれべけれべけれべけれど
為べからべからべからべからむ 為べかりべかりべかりべかりけり 為べかるべかるべかるべかるなり
為まじくまじくまじくまじくば 為まじくまじくまじくまじく、 為まじまじまじまじ 為まじきまじきまじきまじきこと 為まじけれまじけれまじけれまじけれど

為まじかりまじかりまじかりまじかりけり これぞ為まじかるまじかるまじかるまじかる
為たくたくたくたくは 為たくたくたくたくて 為たしたしたしたし 為たきたきたきたきこと 為たけれたけれたけれたけれど
為たからたからたからたからむ 為たかりたかりたかりたかりけり
為まほしくまほしくまほしくまほしくは 為まほしくまほしくまほしくまほしくて 為まほしまほしまほしまほし 為まほしきまほしきまほしきまほしきこと 為まほしけれまほしけれまほしけれまほしけれど
為まほしからまほしからまほしからまほしからむ 為まほしかりまほしかりまほしかりまほしかりけり これぞ為まほしかるまほしかるまほしかるまほしかる

比況「ごとし」 為るがごとくごとくごとくごとく、 為るがごとしごとしごとしごとし 為るがごときごときごときごときこと
為ずずずずは 為ず、ず、ず、ず、 為ずずずず 為ぬぬぬぬこと 為ねねねねど
為ざらざらざらざらむ 為ざりざりざりざりけり 為ざるざるざるざるなり 為ざれざれざれざれば 為ざれざれざれざれ

為らしらしらしらし 為らしきらしきらしきらしきこと これこそ為らしらしらしらし
これぞ為らしらしらしらし

反実仮想「まし」 為ましかましかましかましかば 為ましましましまし これぞ為ましましましまし これこそ為ましかましかましかましか
過去の体験「き」 為きききき 為ししししこと 為しかしかしかしかど
打消未知推量「じ」 為じじじじ これぞ為じじじじ これこそ為じじじじ
尊敬の補助動詞 給ははははず 給ひひひひけり 給ふふふふ 給ふふふふこと 給へへへへど 給へへへへ
謙譲の補助動詞 給へへへへず 給へへへへけり 給ふふふふ 給ふるふるふるふること 給ふれふれふれふれど 給へよへよへよへよ
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主観推定「らし」

形容詞　シク活用
「悪し」

当然推量「べし」

打消当然推量「まじ」

願望「たし」

形容詞　ク活用
「良し」

打消「ず」

願望「まほし」


