
《Lesson 2》  不規則動詞 

 そして、一般動詞の過去形の文をマスターするのに最も大変とされるのが、単語の最後を ed に

するだけでは、過去形にできない「不規則動詞」を覚えることです。もうすでに練習で登場している

動詞の中にも不規則動詞はたくさん含まれています。例えば以下の動詞は不規則動詞となります。 

意味 原形 過去形  意味 原形 過去形 

食べる eat ate  作る make made 

行く go went  走る run ran 

する do did  買う buy bought 

＜例文＞ 

I ate three hamburgers yesterday. （私は昨日ハンバーガーを 3 つ食べました） 

He went to the station by bus.    （彼はバスで駅に行きました） 

They bought this computer.      （彼らがこのパソコンを買いました） 

 

不規則動詞の覚え方ですが・・・ 

残念ながら基本的には暗記するしかありません（泣） 

ただし、不規則動詞の中には、同じように変化するものも（例えば、buy の過去形のように語尾が

ought になる過去形など）ありますので、種類に分けて覚えるのは一つの方法かもしれません。 

 

【よく登場する不規則動詞のリスト】 

 それでは、よく登場する不規則動詞を確認していきましょう！（まだ練習で登場していない不規則

動詞を含めたリストですが、練習で登場するのはもうすでに学んだ動詞だけですので安心してくだ

さい） 

意味 原形 過去形  意味 原形 過去形 

～になる become become  導く lead led 

始める begin began  出発する leave left 

こわす break broke  ～させる let let 

持ってくる bring brought  失う lose lost 

建てる build built  作る make made 

買う buy bought  意味する mean meant 

捕える catch caught  会う meet met 

選ぶ choose chose  置く put put 

来る come came  読む read *read 

*read の過去形は読み方が変わる（red【赤い】と同じ発音） 



 

意味 原形 過去形  意味 原形 過去形 

切る cut cut  乗る ride rode 

する do did  のぼる rise rose 

飲む drink drank  走る run ran 

運転する drive drove  言う say said 

食べる eat ate  見える see saw 

落ちる fall fell  売る sell sold 

感じる feel felt  送る send sent 

たたかう fight fought  歌う sing sang 

見つける find found  座る sit sat 

飛ぶ fly flew  眠る sleep slept 

忘れる forget forgot  話す speak spoke 

得る get got  過ごす・費やす spend spent 

与える give gave  立つ stand stood 

行く go went  泳ぐ swim swam 

成長する grow grew  持っていく take took 

持っている have had  教える teach taught 

聞く hear heard  伝える/教える tell told 

当たる hit hit  思う think thought 

催す・抱く hold held  投げる throw threw 

傷つける hurt hurt  理解する understand understood 

保つ keep kept  着ている wear wore 

知っている know knew  書く write wrote 

 

 

【不規則動詞 パターン別リスト】 

意味 原形 過去形  意味 原形 過去形 

＜-ought タイプ＞  ＜-ew タイプ＞ 

持ってくる bring brought  飛ぶ fly flew 

買う buy bought  成長する grow grew 

思う thought thought  知っている know knew 

たたかう fight fought  投げる throw threw 

＜-aught タイプ＞  ＜came タイプ＞ 

捕まえる catch caught  来る come came 

教える teach taught  ～になる become became 



 

意味 原形 過去形  意味 原形 過去形 

＜-o -e タイプ＞  ＜-nt タイプ＞ 

こわす break broke  意味する mean meant 

運転する drive drove  送る send sent 

話す speak spoke  過ごす spend spent 

着ている wear wore  ＜i → a タイプ＞ 

書く write wrote  始める begin began 

乗る ride rode  飲む drink drank 

のぼる rise rose  与える give gave 

選ぶ choose chose  歌う sing sang 

＜-pt タイプ＞  座る sit sat 

保つ keep kept  泳ぐ swim swam 

眠る sleep slept  ＜got タイプ＞ 

＜-old タイプ＞  得る get got 

売る sell sold  忘れる forget forgot 

伝える/教える tell told  ＜原形と変わらないタイプ＞ 

＜-lt タイプ＞  切る cut cut 

建てる build built  置く put put 

感じる feel felt  当たる hit hit 

＜stood タイプ＞  傷つける hurt hurt 

立つ stand stood  ～させる let let 

理解する understand understood  読む read *read 

*read の読み方は変わる。 

 


