
verb + ます(masu）、verb + あります(arimasu）、verb + です(desu）、

1-1．（動詞）＋ます
Usually use verb (ます：masu） form. It's more polite than basic form.

basic polite example
constant, affirmative する suru ます。 masu 私は、本を読みます。 I read a book
custom, negative しない shinai ません。 masen 私は、本を読みません。 I don't read a book

etc question するか？ suruka ませんか？ masitaka あなたは、本を読みますか？ Do you read a book?
past affirmative した shita ました。 mashita 私は、昨日、本を読みました。 I read a book yesterday
tense negative しなかった shinakatta ませんでした。 masendesita 私は、昨日、本を読みませんでした。I didn't read a book yesterday

question したか？ sitaka ましたか？ mashitaka あなたは、昨日、本を読みましたか？Did you read a book yesterday?
future affirmative する suru ます。 masu 私は、明日、本を読みます。 I will read a book tomorrow

negative しない sinai ません。 masen 私は、明日、本を読みません。 I will not read a book tomorrow
question するか？ suruka ませんか？ masitaka あなたは、明日、本を読みますか？Will you read a book tomorrow?

1-2．あります
Expression of "There is".

basic polite example
constant, affirmative ある。 aru あります。 arimasu 本があります。 There is a book.
custom, negative （ない） 　 nai 　 ありません。 arimasen 本がありません。 There is not a book.

etc question あるか？ aruka ありますか？ arimasuka 本がありますか？ Is there a book?
past affirmative あった。 atta ありました。 arimashita 昨日、祭りがありました。 There was a festival yesterday.
tense negative （ない） nai ありませんでした。 arimasendeshita 昨日、祭りがありませんでした。 There was not a festival yesterday.

question あったか？ attaka ありましたか？ arimashitaka 昨日、祭りがありましたか？ Was there a festival yesterday?
future affirmative ある。 aru あります。 arimasu 明日、祭りがあります。 There will be rain tmorrow

negative （ない） 　 nai 　 ありません。 arimasen 明日、祭りがありません。 There will not be rain tmorrow
question あるか？ aruka ありますか？ arimasuka 明日、祭りがありますか？ Will there be rain tmorrow?

2．です
Expression of  "It is" ,  "It will be"

basic polite example
constant, affirmative - - です。 desu 雨です。 It is a rain.
custom, negative - - ではありません。 dewaarimasen 雨ではありません。 It is not rain.

etc question - - ですか？ desuka 雨ですか？ IS it a rain?
past affirmative - - でした。 deshita 昨日、雨でした。 It is a rain yesterday.
tense negative - - ではありませんでした。dewaarimasendeshita 昨日、雨ではありませんでした。 It is not rain yesterday..

question - - でしたか？ deshitaka 昨日、雨でしたか？ IS it a rain?
future affirmative - - です。 desu 明日、雨です。 It will not rain tomorrow.

negative - - ではありません。 dewaarimasen 明日、雨ではありません。 It will rain tomorrow.
question - - ですか？ desuka 明日、雨ですか？ Will it rain tomorrow.


