
不規則動詞の活用表

A-A-A型 A-B-B型
原形 過去形 過去分詞 原形の意味 原形 過去形 過去分詞 原形の意味

カット カット カット
切る

メイク メイド メイド
作るcut cut cut make made made

プット プット プット
置く

ファインド ファウンド ファウンド
見つけるput put put find found found

リード レッド レッド
読む

ヒア ハード ハード
聞くread read read hear heard heard

ハブ ハドゥ ハドゥ
持っているhave had had

A-B-A型 セイ セッド セッド
言う

原形 過去形 過去分詞 原形の意味 say said said
カム ケイム カム

来る
シット サット サット

座るcome came come sit sat sat
ビカム ビケイム ビカム

なる
ゲット ガット ガット

得るbecome became become get got got
ラン ラァン ラン

走る
ミート メット メット

会うrun ran run meet met met
テル トウルド トウルド

話すtell told told
A-B-C型 セル ソウルド ソウルド

売る
原形 過去形 過去分詞 原形の意味 sell sold sold
ゴウ ウェント ゴーン

行く
ホウルド ヘルド ヘルド

持つgo went gone hold held held
テイク トゥック テイクン 取る、撮る

など

スタンド ストゥッド ストゥッド
立つtake took taken stand stood stood

ギブ ゲイブ ギブン
与える

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

理解するgive gave given understand understood understood
イート エイト イートゥン

食べる
センド セント セント

送るeat ate eaten send sent sent
ショウ ショウド ショウン

見せる
ビルド ビルト ビルト

建てるshow showed shown build built built
ドゥ ディド ダン

する
レンド レント レント

貸すdo did done lend lent lent
スィー ソー スィ―ン

見る、会う
スペンド スペント スペント

費やすsee saw seen spend spent spent
ライト ロウト リトゥン

書く
ミーン メント メント

意味するwrite wrote written mean meant meant
ドライブ ドロウブ ドリブン

運転する
バイ ボート ボート

買うdrive drove driven buy bought bought
ライド ロウド リドゥン

乗る
キャッチ コート コート

つかまえるride rode ridden catch caught caught
スピーク スポウク スポウクン

話す
ティーチ トート トート

教えるspeak spoke spoken teach taught taught
ブレイク ブロウク ブロウクン

壊す
シンク ソート ソート

考えるbreak broke broken think thought thought
ドゥロー ドゥルー ドゥラウン

描く
ブリング ブロート ブロート

持ってくるdraw drew drawn bring brought brought
フライ フル― フロウン

飛ぶ
フィール フェルト フェルト

感じるfly flew flown feel felt felt
グロウ グルー グロウン

育てる
キープ ケプト ケプト

保つgrow grew grown keep kept kept
ノウ ニュー ノウン

知る
スリープ スレプト スレプト

眠るknow knew known sleep slept slept
スロウ スルー スロウン

投げる
ルーズ ロスト ロスト

失うthrow threw thrown lose lost lost
シング サング サング

歌う
リーブ レフト レフト

去るsing sang sung leave left left
スウィム スワム スワム

泳ぐswim swam swum
ビギン ビギャン ビガン

始めるbegin began begun
ドゥリンク ドゥラァンク ドゥランク

飲むdrink drank drunk


