
高校生用 不規則動詞プリント STEP２ 活用を言えるようになろう【初級】 
 

  原形 過去形 過去分詞形 

1 生じる    

2 起きる・起こす（a－）    

3 打つ（b－）    

4 曲がる・曲げる    

5 吹く    

6 えさをやる    

7 

掛ける    

首をつる    

8 横になる    

9 横にする    

10 間違える    

11 誤解する    

12 打ち勝つ    

13 寝過ごす    

14 やめる（q－）    

15 鳴る    

16 振る・揺れる    

17 撃つ    

18 閉める（s－）    

19 広がる・広げる    

20 盗む    

製作：やわらかノート 



高校生用 不規則動詞プリント STEP２ 活用を言えるようになろう【中級】 
 

  原形 過去形 過去分詞形 

21 産む・耐える    

22 縛る    

23 噛む    

24 放送する    

25 破裂する    

26 投げる（c－）    

27 扱う（d－）    

28 掘る    

29 禁じる（f－）    

30 予報する    

31 凍る    

32 隠れる・隠す    

33 跳ぶ（l－）    

34 明かりをつける    

35 追いつく・追い越す    

36 探し求める    

37 沈む    

38 打つ（s－）    

39 引き裂く    

40 ひっくり返す    

製作：やわらかノート  



高校生用 不規則動詞プリント STEP２ 活用を言えるようになろう【上級】 
 

  原形 過去形 過去分詞形 

41 賭ける    

42 育てる（b－）    

43 燃える・燃やす    

44 ひざまずく    

45 もれ聞く    

46 建て直す    

47 書き直す    

48 縫う    

49 つばをはく    

50 割る    

51 跳ぶ（s－）    

52 くっ付く・突き刺す    

53 大またで歩く    

54 誓う・ののしる    

55 掃く    

56 揺らす（sw－）    

57 経験する（u－）    

58 織る    

59 しくしく泣く    

60 引っこめる    

製作：やわらかノート



高校生用 不規則動詞プリント STEP２ 活用を言えるようになろう【 初級 】（解答編）   製作：やわらかノート 

 

※ 赤字は発音注意 原形 過去形 過去分詞形 補足 

1 生じる arise arose arisen  

2 起きる・起こす（a－） awake awoke awoken awake – awaked – awaked が用いられる場合もある。 

3 打つ（b－） beat beat beaten  

4 曲がる・曲げる bend bent bent  

5 吹く blow blew blown  

6 えさをやる feed fed fed  

7 
掛ける hang hung hung 普通に物を掛ける場合はこちらを用いる。 

首をつる hang hanged hanged 絞首刑にするといった場合にはこちらを用いる。 

8 横になる lie lay lain  

9 横にする lay laid laid  

10 間違える mistake mistook mistaken  

11 誤解する misunderstand misunderstood misunderstood  

12 打ち勝つ overcome overcame overcome  

13 寝過ごす oversleep overslept overslept  

14 やめる（q－） quit quit quit quit – quitted – quitted が用いられる場合もある。 

15 鳴る ring rang rung  

16 振る・揺れる shake shook shaken  

17 撃つ shoot shot shot  

18 閉める（s－） shut shut shut  

19 広がる・広げる spread spread spread  

20 盗む steal stole stolen  



高校生用 不規則動詞プリント STEP２ 活用を言えるようになろう【 中級 】（解答編）   製作：やわらかノート 

 

※ 赤字は発音注意 原形 過去形 過去分詞形 補足 

21 産む・耐える bear bore born(borne)  

22 縛る bind bound bound  

23 噛む bite bit bitten  

24 放送する broadcast broadcast broadcast broadcast - broadcasted - broadcasted の場合もある。 

25 破裂する burst burst burst  

26 投げる（c－） cast cast cast  

27 扱う（d－） deal dealt dealt  

28 掘る dig dug dug  

29 禁じる（f－） forbid 
forbad 

forbade 
forbidden  

30 予報する forecast forecast forecast forecast – forecasted – forecasted の場合もある。 

31 凍る freeze froze frozen  

32 隠れる・隠す hide hid hidden 過去分詞形に hid が用いられる場合もある。 

33 跳ぶ（l－） leap leapt leapt leap – leaped – leaped が用いられる場合もある。 

34 明かりをつける light lit lit light – lighted – lighted が用いられる場合もある。 

35 追いつく・追い越す overtake overtook overtaken  

36 探し求める seek sought sought  

37 沈む sink sank sunk  

38 打つ（s－） strike struck struck  

39 引き裂く tear tore torn  

40 ひっくり返す upset upset upset  



高校生用 不規則動詞プリント STEP２ 活用を言えるようになろう【 上級 】（解答編）   製作：やわらかノート 

 

※ 赤字は発音注意 原形 過去形 過去分詞形 補足 

41 賭ける bet bet bet bet – betted – betted が用いられる場合もある。 

42 育てる（b－） breed bred bred  

43 燃える・燃やす burn burnt burnt burn – burned – burned が用いられる場合もある。 

44 ひざまずく kneel knelt knelt kneel – kneeled – kneeled が用いられる場合もある。 

45 もれ聞く overhear overheard overheard  

46 建て直す rebuild rebuilt rebuilt  

47 書き直す rewrite rewrote rewritten  

48 縫う sew sewed sewn 過去分詞に sewed が用いられる場合もある。 

49 つばをはく spit spat spat spit – spit – spit が用いられる場合もある。 

50 割る split split split  

51 跳ぶ（s－） spring sprang sprung spring – sprung – sprung が用いられる場合もある。 

52 くっ付く・突き刺す stick stuck stuck  

53 大またで歩く stride strode stridden  

54 誓う・ののしる swear swore sworn  

55 掃く sweep swept swept  

56 揺らす（sw－） swing swung swung  

57 経験する（u－） undergo underwent undergone  

58 織る weave wove woven weave – weaved – weavedが用いられる場合もある。 

59 しくしく泣く weep wept wept  

60 引っこめる withdraw withdrew withdrawn  

 


