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～します
します làm する して した しない できる しよう しろ させる するな すれば される
します đeo, thắt (cà vạt) する して した しない できる しよう しろ させる するな すれば される

あんしんします yên tâm 安心する あんしんして あんしんした あんしんしない あんしんできる あんしんしよう あんしんしろ あんしんするな あんしんすれば あんしんされる
あんないします hướng dẫn, chỉ dẫn 案内する あんあいして あんあいした あんないしない あんないできる あんないしよう あんないしろ あんないするな あんないすれば あんないされる
うわさします đồn đại 噂する うわさして うわさした うわさしない うわさできる うわさしよう うわさしろ うわさするな うわさすれば うわさされる

うんてんします lái (xe) 運転する うんてんして うんてんした うんてんしない うんてんできる うんてんしよう うんてんしろ うんてんするな うんてんすれば うんてんされる
うんどうします vận động, tập thể thao 運動する うんどうして うんどうした うんどうしない うんどうできる うんどうしよう うんどうしろ うんどうするな うんどうすれば うんどうされる

おしゃべりします nói chuyện, tán chuyện お喋りする おしゃべりした おしゃべりした おしゃべりしない おしゃべりできる おしゃべりしよう おしゃべりしろ おしゃべりするな おしゃべりすれば おしゃべりされる
かいものします mua sắm 買い物する かいものして かいものした かいものしない かいものできる はいものしよう はいものしろ はいものするな はいものすれば かいものされる
がっかりします thất vọng がっかりする がっかりして がっかりした がっかりしない がっかりできる がっかりしよう がっかりしろ がっかりするな がっかりすれば がっかりされる

キャンセルします hủy, hủy bỏ キャンセルする キャンセルして キャンセルした キャンセルしない キャンセルできる キャンセルしよう キャンセルしろ キャンセルするな キャンセルすれば キャンセルされる
きゅうけいします nghỉ giải lao 休憩する きゅうけいして きゅうけいした きゅうけいしない きゅうけいできる きゅうけいしよう きゅうけいしろ きゅうけいするな きゅうけいすれば きゅうけいされる
けいさんします tính toán, làm tính 計算する けいさんして けいさんした けいさんしない けいさんできる けいさんしよう けいさんしろ けいさんするな けいさんすれば けいさんされる
けっこんします kết hôn, lập gia đình 結婚する けっこんして けっこんした けっこんしない けっこんできる けっこんしよう けっこんしろ けっこんするな けっこんすれば けっこんされる
けんがくします thăm quan để học tập 見学する けんがくして けんがくした けんがくしない けんがくできる けんがくしよう けんがくしろ けんがくするな けんがくすれば けんがくされる
けんかします cãi nhau 喧嘩する けんかして けんかした けんかしない けんかできる けんかしよう けんかしろ けんかするな けんかすれば けんかされる

けんきゅうします nghiên cứu 研究する けんきゅうして けんきゅうした けんきゅうしない けんきゅうできる けんきゅうしよう けんきゅうしろ けんきゅうするな けんきゅうすれば けんきゅうされる
ごうかくします đỗ (kỳ thi) 合格する ごうかくして ごうかくした ごうかくしない ごうかくできる ごうかくしよう ごうかくしろ ごうかくするな ごうかくすれば ごうかくされる
コピーします copy, photo コピーする コピーして コピーした コピーしない コピーできる コピーしよう コピーしろ コピーするな コピーすれば コピーされる
さんかします tham gia, dự (buổi tiệc) 参加する さんかして さんかした さんかしない さんかできる さんかしよう さんかしろ さんかするな さんかすれば さんかされる

ざんぎょうします làm thêm giờ 残業する ざんぎょうして ざんぎょうした ざんぎょうしない ざんぎょうできる ざんぎょうしよう ざんぎょうしろ ざんぎょうするな ざんぎょうすれば ざんぎょうされる
さんぽします đi dạo, tản bộ 散歩する さんぽして さんぽした さんぽしない さんぽできる さんぽしよう さんぽしろ さんぽするな さんぽすれば さんぽされる

しっぱいします thất bại, trượt (kỳ thi) 失敗する しっぱいして しっぱいした しっぱいしない しっぱいできる しっぱいしよう しっぱいしろ しっぱいするな しっぱいすなれば しっぱいされる
しつもんします hỏi, đặt vấn đề 質問する しつもんして しつもんした しつもんしない しつもんできる しつもんしよう しつもんしろ しつもんするな しつもんすなれば しつもんされる
しゅうりします sửa chữa, tu sửa 修理する しゅうりして しゅうりした しゅうりしない しゅうりできる しゅうりしよう しゅうりしろ しゅうりするな しゅうりすれば しゅうりされる

しゅっせきします tham dự, tham gia 出席する しゅっせきして しゅっせきした しゅっせきしない しゅっせきできる しゅっせきしよう しゅっせきしろ しゅっせきするな しゅっせきすれば しゅっせきされる
しゅっちょうします đi công tác 出張する しゅっちょうして しゅっちょうした しゅっちょうしない しゅっちょうできる しゅっちょうしよう しゅっちょうしろ しゅっちょうするな しゅっちょうすれば しゅっちょうされる
しゅっぱつします xuất phát 出発する しゅっぱつして しゅっぱつした しゅっぱつしない しゅっぱつできる しゅっぱつしよう しゅっぱつしろ しゅっぱつするな しゅっぱつすれば しゅっぱつされる
じゅんびします chuẩn bị 準備する じゅんびして じゅんびした じゅんびしない じゅんびできる じゅんびしよう じゅんびしろ じゅんびするな じゅんびすれば じゅんびされる

しょうかいします giới thiệu 紹介する しょうかいして しょうかいした しょうかいしない しょうかいできる しょうかいしよう しょうかいしろ しょうかいするな しょうかいすれば しょうかいされる
しょうたいします chiêu đãi, mời 招待する しょうたいして しょうたいした しょうたいしない しょうたいできる しょうたいしよう しょうたいしろ しょうたいするな しょうたいすれば しょうたいされる
しょくじします dùng bữa, ăn 食事する しょくじして しょくじした しょくじしない しょくじできる しょくじしよう しょくじしろ しょくじするな しょくじすれば しょくじされる

しんせつにします đối xử thân thiện 親切にする しんせつにして しんせつにした しんせつにしない しんせつにできる しんせつにしよう しんせつにしろ しんせつにするな しんせつにすれば しんせつにされる
しんぱいします lo lắng 心配する しんぱいして しんぱいした しんぱいしない しんぱいできる しんぱいしよう しんぱいしろ しんぱいするな しんぱいすれば しんぱいされる
せいこうします thành công 成功する せいこうして せいこうした せいこうしない せいこうできる せんこうしよう せんこうしろ せんこうするな せんこうすれば せいこうされる

せいようかします tây âu hóa 西洋化する せいようかして せいようかした せいようかしない せいようかできる せいようかしよう せいようかしろ せいようかするな せいようかすれば せいようかされる
せいりします sắp xếp 整理する せいりして せいりした せいりしない せいりできる せいりしよう せいりしろ せいりするな せいりすれば せいりされる

せっけいします thiết kế 設計する せっけいして せっけいした せっけいしない せっけいしできる せっけいしよう せっけいしろ せっけいするな せっけいすれば せっけいしされる
セットします cài, đặt セットする セットして セットした セットしない セットできる セットしよう セットしろ セットするな セットすれば セットされる

せつめいします thuyết minh, giải thích 説明する せつめいして せつめいした せつめいしない せつめいできる せつめいしよう せつめいしろ せつめいするな せつめいすれば せつめいされる
せわをします chăm sóc, giúp đỡ 世話をする せわをして せわをした せわをしない せわをできる せわをしよう せわをしろ せわをするな せわをすれば せわをされる

せんたくします giặt giũ 洗濯する せんたくして せんたくした せんたくしない せんたくできる せんたくしよう せんたくしろ せんたくするな せんたくすれば せんたくされる
そうじします dọn dẹp, vệ sinh 掃除する そうじして そうじした そうじしない そうじできる そうじしよう そうじしろ そうじするな そうじすれば そうじされる

そうたいします về sớm, ra sớm 早退する そうたいして そうたいした そうたいしない そうたいできる そうたいしよう そうたいしろ そうたいするな そうたいすれば そうたいされる
そうだんします trao đổi, bàn bạc, tư vấn 相談する そうだんして そうだんした そうだんしない そうだんできる そうだんしよう そうだんしろ そうだんするな そうだんすれば そうだんされる

そつぎょうします tốt nghiệp (đại học) 卒業する そつぎょうして そつぎょうした そつぎょうしない そつぎょうできる そつぎょうしよう そつぎょうしろ そつぎょうするな そつぎょうすれば そつぎょうされる
そのままにします để nguyên như cũ 其の儘にする そのままにして そのままにした そのままにしない そのままにできる そのままにしよう そのままにしろ そのままにするな そのままにすれば そのままにされる
たいいんします xuất viện, ra viện 退院する たいいんして たいいんした たいいんしない たいいんできる たいいんしよう たいいんしろ たいいんするな たいいんすれば たいいんされる
ちこくします đến chậm, đến muộn 遅刻する ちこくして ちこくした ちこくしない ちこくできる ちこくしよう ちこくしろ ちこくするな ちこくすれば ちこくされる

チャレンジします thử thách, dám làm チャレンジする チャレンジして チャレンジした チャレンジしない チャレンジできる チャレンジしよう チャレンジしろ チャレンジするな チャレンジすれば チャレンジされる
ちゅういします chú ý, nhắc nhở 注意する ちゅういして ちゅういした ちゅういしない ちゅういできる ちゅういしよう ちゅういしろ ちゅういするな ちゅういすれば ちゅういされる

ちょうせつします điều tiết, điều chỉnh 調節する ちょうせつして ちょうせつした ちょうせつしない ちょうせつできる ちょうせつしよう ちょうせつしろ ちょうせつするな ちょうせつすれば ちょうせつされる
ちょきんします tiết kiệm, để dành tiền 貯金する ちょきんして ちょきんした ちょきんしない ちょきんできる ちょきんしよう ちょきんしろ ちょきんするな ちょきんすれば ちょきんされる
でんわします gọi điện thoại 電話する でんわして でんわした でんわしない でんわできる でんわしよう でんわしろ でんわするな でんわすれば でんわされる

とうちゃくします đến, đến nơi 到着する とうちゃくして とうちゃくした とうちゃくしない とうちゃくできる とうちゃくしよう とうちゃくしろ とうちゃくするな とうちゃくすれば とうちゃくされる
なかよくします quan hệ tốt, chơi thân 仲良くする なかよくして なかよくした なかよくしな なかよくできる なかよくしよう なかよくしろ なかよくするな なかよくすれば なかよくされる

にゅういんします nhập viện, vào viện 入院する にゅういんして にゅういんした にゅういんしない にゅういんできる にゅういんしよう にゅういんしろ にゅういんするな にゅういんすれば にゅういんされる
にゅうがくします nhập học, vào (đại học) 入学する にゅうがくして にゅうがくした にゅうがくしない にゅうがくできる にゅうがくしよう にゅうがくしろ にゅうがくするな にゅうがくすれば にゅうがくされる

にゅうりょくします nhập vào 入力する にゅうりょくして にゅうりょくした にゅうりょくしない にゅうりょくできる にゅうりょくしよう にゅうりょくしろ にゅうりょくするな にゅうりょくすれば にゅうりょくされる
はっけんします phát kiến, tìm ra 発見する はっけんして はっけんした はっけんしない はっけんしできる はっけんしよう はっけんしろ はっけんするな はっけんすれば はっけんしされる
はつめいします phát minh 発明する はつめいして はつめいした はつめいしない はつめいできる はつめいしよう はつめいしろ はつめいするな はつめいすれば はつめいされる
びっくりします ngạc nhiên, giật mình びっくりする びっくりして びっくりした びっくりしない びっくりできる びっくりしよう びっくりしろ びっくりするな びっくりすれば びっくりされる
ひっこしします chuyển nhà 引越しする ひっこしして ひっこしした ひっこししない ひっこしできる ひっこししよう ひっこししろ ひっこしするな ひっこしすれば ひっこしされる

ふくしゅうします ôn lại bài cũ 復習する ふくしゅうして ふくしゅうした ふくしゅうしない ふくしゅうできる ふくしゅうしよう ふくしゅうしろ ふくしゅうするな ふくしゅうすれば ふくしゅうされる
べんきょうします học 勉強する べんきょうして べんきょうした べんきょうしない べんきょうできる べんきょうしよう べんきょうしろ べんきょうするな べんきょうすれば べんきょうされる
ほんやくします biên dịch (sách, tài liệu) 翻訳する ほんやくして ほんやくした ほんやくしない ほんやくできる ほんやくしよう ほんやくしろ ほんやくするな ほんやくすれば ほんやくされる
むりをします làm quá sức 無理をする むりをして むりをした むりをしない むりをできる むりをしよう むりをししろ むりをするな むりをすれば むりをされる
メモします ghi chép メモする メモして メモした メモしない メモできる メモしよう メモしろ メモするな メモすれば メモされる

ゆうしょうします chiến thắng, đoạt giải 優勝する ゆうしょうして ゆうしょうした ゆうしょうしない ゆうしょうできる ゆうしょうしよう ゆうしょうしろ ゆうしょうするな ゆうしょうすれば ゆうしょうされる
ゆしゅつします xuất khẩu 輸出する ゆしゅつして ゆしゅつした ゆしゅつしない ゆしゅつできる ゆしゅつしよう ゆしゅつしろ ゆしゅつするな ゆしゅつすれば ゆしゅつされる
ゆっくりします nghỉ ngơi, thư giãn ゆっくりする ゆっくりして ゆっくりした ゆっくりしない ゆっくりできる ゆっくりしよう ゆっくりしろ ゆっくりするな ゆっくりすれば ゆっくりされる
ゆにゅうします nhập khẩu 輸入する ゆにゅうして ゆにゅうした ゆにゅうしない ゆにゅうできる ゆにゅうしよう ゆにゅうしろ ゆにゅうするな ゆにゅうすれば ゆにゅうされる
よういします chuẩn bị 用意する よういして よういした よういしない よういできる よういしよう よういしろ よういするな よういすれば よういされる

よしゅうします chuẩn bị bài mới 予習する よしゅうして よしゅうした よしゅうしない よしゅうできる よしゅうしよう よしゅうしろ よしゅうするな よしゅうすれば よしゅうされる
よやくします đặt trước, đặt chỗ 予約する よやくして よやくした よやくしない よやくできる よやくしよう よやくしろ よやくするな よやくすれば よやくされる
りこんします ly dị, ly hôn 離婚する りこんして りこんした りこんしない りこんできる りこんしよう りこんしろ りこんするな りこんすれば りこんされる

りゅうがくします du học 留学する りゅうがくして りゅうがくした りゅうがくしない りゅうがくできる りゅうがくしよう りゅうがくしろ りゅうがくするな りゅうがくすれば りゅうがくされる
りようします lợi dụng, tận dụng 利用する りようして りようした りようしない りようできる りようしよう りようしろ りようするな りようすれば りようされる

れんしゅうします luyện tập 練習する れんしゅうして れんしゅうした れんしゅうしない れんしゅうできる れんしゅうしよう れんしゅうしろ れんしゅうするな れんしゅうすれば れんしゅうされる
れんらくします liên lạc 連絡する れんらくして れんらくした れんらくしない れんらくできる れんれくしよう れんれくしろ れんれくするな れんれくすれば れんらくされる
はいけんします xem, nhìn {khiêm nhường} 拝見する はいけんして はいけんした はいけんしない はいけんできる はいけんしよう はいけんしろ はいけんさせる はいけんするな はいけんすれば はいけんされる

ぞんじます biết {khiêm nhường} 存ずる ぞんじて ぞんじた ぞんじない

きます đến 来る きて きた こない こられる こよう こい こさせる くるな くれば こられる
かえってきます về, trở lại 帰って来る かえってきて かえってきた かえってこない かえってこられる かえってこよう かえってこい かえってくるな かえってくれば かえってこられる
つれてきます dẫn đến 連れて来る つれてきて つれてきた つれてこない つれてこられる つれてこよう つれてこい つれてくるな つれてくれば つれてこられる
もってきます mang đến 持って来る もってきて もってきた もってこない もってこられる もってこよう もってこい もってくるな もってくれば もってこられる

～きます

～します


