
■動詞の活用
原形（現在形） 過去形 過去分詞 ～ing 意味 原形（現在形） 過去形 過去分詞 ～ing 意味

stay stayed stayed staying 滞在する speak spoke spoken speaking 話す

ステイ ステイド ステイド ステイング スピーク スポーク スポークン スピーキング

watch watched watched watching 見る see saw seen seeing 会う、見る

ウォッチ ウォッチト ウォッチト ウォッチング シー ソー シーン シーイング

use used used using 使う take took taken taking 連れていく、取る

ユーズ ユーズド ユーズド ユージング テイク トゥック テイクン テイキング

live lived lived living 住む go went gone going 行く

リブ リブド リブド リビング ゴー ウェント ゴーン ゴーイング

try tried tried trying 試みる eat ate eaten eating 食べる

トライ トライド トライド トライング イート エイト イートゥン イーティング

study studied studied studying 勉強する know knew known knowing 知っている

スタディ スタディド スタディド スタディング ノウ ニュー ノウン ノウイング

stop stopped stopped stopping 止める write wrote written writing 書く

ストップ ストップト ストップト ストッピング ライト ロート リトゥン ライティング

cut cut cut cutting 切る give gave given giving 与える

カット カット カット カッティング ギブ ゲイブ ギブン ギビング

hit hit hit hitting 打つ break broke broken breaking 壊す

ヒット ヒット ヒット ヒッティング ブレイク ブローク ブロークン ブレイキング

put put put putting 置く get got gotten getting 得る

プット プット プット プッティング ゲット ゴット ゴットン ゲッティング

hurt hurt hurt hurting 傷つける forget forgot forgotten forgetting 忘れる

ハート ハート ハート ハーティング フォーゲット フォーゴット フォーゴットン フォーゲッティング

read read read reading 読む show showed shown showing 見せる

リード レッド レッド リーディング ショウ ショウド ショウン ショーイング

make made made making 作る fall fell fallen falling 落ちる

メイク メイド メイド メイキング フォール フェル フォールン フォーリング

meet met met meeting 出会う draw drew drawn drawing 描く、引く

ミート メット メット ミーティング ドロー ドゥルー ドローン ドローイング

have had had having 持っている fly flew flown flying 飛ぶ

ハブ ハッド ハッド ハビング フライ フルー フロウン フライング

say said said saying 言う grow grew grown growing 育つ、育てる

セイ セッド セッド セイイング グロウ グルー グロウン グローイング

build built built building 建てる wear wore worn wearing 着る

ビルド ビルト ビルト ビルディング ウェア ウォア ウォーン ウェアリング

keep kept kept keeping 取っておく、守る drive drove driven driving 運転する

キープ ケプト ケプト キーピング ドライブ ドロウブ ドゥリブン ドライビング

leave left left leaving 去る think thought thought thinking 考える

リーブ レフト レフト リービング スィンク ソート ソート スィンキング

lose lost lost losing 負ける、失う teach taught taught teaching 教える

ルーズ ロスト ロスト ルージング ティーチ トート トート ティーチング

win won won winning 勝つ buy bought bought buying 買う

ウィン ワン ワン ウィニング バイ ボート ボート バイイング

send sent sent sending 送る bring brought brought bringing 持ってくる

センド セント セント センディング ブリング ブロート ブロート ブリンギング

sit sat sat sitting 座る catch caught caught catching つかまえる

シット サット サット シッティング キャッチ コート コート キャッチング

sleep slept slept sleeping 眠る fight fought fought fighting 戦う

スリープ スレプト スレプト スリーピング ファイト フォート フォート ファイティング

feel felt felt feeling 感じる come came come coming 来る

フィール フェルト フェルト フィーリング カム ケイム カム カミング

find found found finding 見つける become became become becoming ～になる

ファインド ファウンド ファウンド ファインディング ビカム ビケイム ビカム ビカミング

hear heard heard hearing 聞こえる run ran run running 走る

ヒア ハード ハード ヒアリング ラン ラン ラン ランニング

tell told told telling 伝える begin began begun beginning 始める

テル トールド トールド テリング ビギン ビギャン ビガン ビギニング

sell sold sold selling 売る swim swam swum swimming 泳ぐ

セル ソールド ソールド セリング スウィム スウァム スワム スウィミング

stand stood stood standing 立つ drink drank drunk drinking 飲む

スタンド ストゥッド ストゥッド スタンディング ドリンク ドランク ドランク ドリンキング

understand understood understood understanding 理解する sing sang sung singing 歌う

アンダースタンド アンダーストゥッド アンダーストゥッド アンダースタンディング シング スァング サング シンギング

spend spent spent spending 費やす be (is,am,are) was,were been being です

スペンド スペント スペント スペンディング ビー ワズ。ワー ビーン ビーイング

hold held held holding 手で保持する do did done doing する

ホウルド ヘルド ヘルド ホールディング ドゥー ディドゥ ダン ドゥーイング


