
＜動詞の変化表＞ 
この用紙を何枚もコピーして、書きながら、すべて覚えてください。 

※）「基本にカエル英語の本～英文法入門編（スリーエーネットワーク）」の特典です。 
個人利用以外の一切の利用を禁止しています。個人利用以外のコピー、配布、転送など一切禁止です。 

 
意味 原形 過去形 過去分詞  意味 原形 過去形 過去分詞 

be動詞     ～を失う    
～になる     ～を作る等    
始める     ～を意味する    
～を壊す     会う    
～を持って

くる 
    払う    

～を建てる     置く    
～を買う     ～を読む    
～を捕まえ

る 
    ～を鳴らす等    

来る     （太陽等が）
昇る 

   

切る     言う    
～をする     ～を見る    
～を飲む     ～を売る    
運転する     ～を送る    
～を落とす     ～を歌う    
～を食べる     眠る    
落ちる     話す    
感じる     泳ぐ    
～を見つけ

る 
    ～を取る    

～を忘れる     ～を教える    

～を得る等     ～を話す、語
る 

   

～を与える     考える    
行く     理解する    
育つ     目覚める    

～を持つ、

握る、つか

む等 

    ～を着る    

～を取って

おく 
    勝つ    

知っている     ～を書く    
～を学ぶ     ～を失う    

去る     ～を作る等    
～を貸す     ～を意味する    

 
 
 
 
 
 
 



意味 原形 過去形 過去分詞  意味 原形 過去形 過去分詞 
be動詞 ｂｅ（ａｍ，ｉ

ｓ，ａｒｅ） 
ｗａｓ，ｗｅｒ

ｅ 
ｂｅｅｎ  ～を失う ｌｏｓｅ ｌｏｓｔ ｌｏｓｔ 

～になる ｂｅｃｏｍｅ ｂｅｃａｍｅ ｂｅｃｏｍｅ  ～を作る等 ｍａｋｅ ｍａｄｅ ｍａｄｅ 
始める ｂｅｇｉｎ ｂｅｇａｎ ｂｅｇｕｎ  ～を意味する ｍｅａｎ ｍｅａｎｔ ｍｅａｎｔ 
～を壊す ｂｒｅａｋ ｂｒｏｋｅ ｂｒｏｋｅｎ  会う ｍｅｅｔ ｍｅｔ ｍｅｔ 
～を持ってく

る 
ｂｒｉｎｇ ｂｒｏｕｇｈ

ｔ 
ｂｒｏｕｇｈ

ｔ 
 払う ｐａｙ ｐａｉｄ ｐａｉｄ 

～を建てる ｂｕｉｌｄ ｂｕｉｌｔ ｂｕｉｌｔ  置く ｐｕｔ ｐｕｔ ｐｕｔ 
～を買う ｂｕｙ ｂｏｕｇｈｔ ｂｏｕｇｈｔ  ～を読む ｒｅａｄ ｒｅａｄ ｒｅａｄ 
～を捕まえる ｃａｔｃｈ ｃａｕｇｈｔ ｃａｕｇｈｔ  ～を鳴らす等 ｒｉｎｇ ｒａｎｇ ｒｕｎｇ 
来る ｃｏｍｅ ｃａｍｅ ｃｏｍｅ  （太陽等が）昇

る 
ｒｉｓｅ ｒｏｓｅ ｒｉｓｅｎ 

切る ｃｕｔ ｃｕｔ ｃｕｔ  言う ｓａｙ ｓａｉｄ ｓａｉｄ 
～をする ｄｏ ｄｉｄ ｄｏｎｅ  ～を見る ｓｅｅ ｓａｗ ｓｅｅｎ 
～を飲む ｄｒｉｎｋ ｄｒａｎｋ ｄｒｕｎｋ  ～を売る ｓｅｌｌ ｓｏｌｄ ｓｏｌｄ 
運転する ｄｒｉｖｅ ｄｒｏｖｅ ｄｒｉｖｅｎ  ～を送る ｓｅｎｄ ｓｅｎｔ ｓｅｎｔ 
～を落とす ｄｒｏｐ ｄｒｏｐｐｅ

ｄ 
ｄｒｏｐｐｅ

ｄ 
 ～を歌う ｓｉｎｇ ｓａｎｇ ｓｕｎｇ 

～を食べる ｅａｔ ａｔｅ ｅａｔｅｎ  眠る ｓｌｅｅｐ ｓｌｅｐｔ ｓｌｅｐｔ 
落ちる ｆａｌｌ ｆｅｌｌ ｆａｌｌｅｎ  話す ｓｐｅａｋ ｓｐｏｋｅ ｓｐｏｋｅｎ 
感じる ｆｅｅｌ ｆｅｌｔ ｆｅｌｔ  泳ぐ ｓｗｉｍ ｓｗａｍ swum 

～を見つける ｆｉｎｄ ｆｏｕｎｄ ｆｏｕｎｄ  ～を取る ｔａｋｅ ｔｏｏｋ ｔａｋｅｎ 
～を忘れる ｆｏｒｇｅｔ ｆｏｒｇｏｔ ｆｏｒｇｏｔ

ｔｅｎ，ｆｏｒ

ｇｏｔ 

 ～を教える ｔｅａｃｈ ｔａｕｇｈｔ ｔａｕｇｈｔ 

～を得る等 ｇｅｔ ｇｏｔ ｇｏｔ，ｇｏｔ

ｔｅｎ 
 ～を話す、語る ｔｅｌｌ ｔｏｌｄ ｔｏｌｄ 

～を与える ｇｉｖｅ ｇａｖｅ ｇｉｖｅｎ  考える ｔｈｉｎｋ ｔｈｏｕｇｈ

ｔ 
ｔｈｏｕｇｈ

ｔ 
行く ｇｏ ｗｅｎｔ ｇｏｎｅ  理解する ｕｎｄｅｒｓ

ｔａｎｄ 
ｕｎｄｅｒｓ

ｔｏｏｄ 
ｕｎｄｅｒｓ

ｔｏｏｄ 
育つ ｇｒｏｗ ｇｒｅｗ ｇｒｏｗｎ  目覚める ｗａｋｅ ｗｏｋｅ woken 

～を持つ、握

る、つかむ等 
ｈｏｌｄ ｈｅｌｄ ｈｅｌｄ  ～を着る ｗｅａｒ ｗｏｒｅ ｗｏｒｎ 

～を取ってお

く 
ｋｅｅｐ ｋｅｐｔ ｋｅｐｔ  勝つ ｗｉｎ ｗｏｎ ｗｏｎ 

知っている ｋｎｏｗ ｋｎｅｗ ｋｎｏｗｎ  ～を書く ｗｒｉｔｅ ｗｒｏｔｅ ｗｒｉｔｔｅ

ｎ 
～を学ぶ ｌｅａｒｎ ｌｅａｒｎｅ

ｄ，ｌｅａｒｎ

ｔ 

ｌｅａｒｎｅ

ｄ，ｌｅａｒｎ

ｔ 

 ～を失う ｌｏｓｅ ｌｏｓｔ ｌｏｓｔ 

去る ｌｅａｖｅ ｌｅｆｔ ｌｅｆｔ  ～を作る等 ｍａｋｅ ｍａｄｅ ｍａｄｅ 
～を貸す ｌｅｎｄ ｌｅｎｔ ｌｅｎｔ  ～を意味する ｍｅａｎ ｍｅａｎｔ ｍｅａｎｔ 

 


