
中２ 動詞の活用表（ひとわか＋教科書前半の動詞まとめ） 

意味 原形 過去形 ～ing 意味 原形 過去形 ～ing 

つくる make made making 使う use used using 

読む read read reading 見える、（映画を）見る、会う see saw seeing 

書く write wrote writing 来る come came coming 

する do did doing 取る take took taking 

知っている know knew knowing （スポーツを）する play played playing 

（言語を）話す speak spoke speaking 行く go went going 

手に入れる get got getting 与える give gave giving 

～になる become became become 持っている、食べる have had having 

食べる eat ate eating 見つける find found finding 

止める stop stopped stopping am be was  

聞こえる hear heard hearing 始める begin began beginning 

掃除する clean cleaned cleaning 教える teach taught teaching 

勉強する study studied studying （テレビを）見る watch watched watching 

眠る sleep slept sleeping 食べる eat ate eating 

楽しむ enjoy enjoyed enjoying 覚える learn learned learning 

走る run ran running 料理する cook cooked cooking 

話す（+with） talk talked talking 雨が降る rain rained raining 

待つ(+for~) wait waited waiting are be were  

言う say said saying 出る、去る、出発する leave left leaving 

買う buy bought buying 手伝う help helped helping 

会う meet met meeting 話す、言う tell told telling 

考える think thought thinking 捕まえる catch caught catching 

座る sit sat sitting 見る（+at） look looked looking 

聞く（+to） listen listened listening is be was  

売る sell sold selling 送る send sent sending 

 

 

 

 

 



中２ 動詞の活用表テスト  ヒントあり 

意味 原形 過去形 ～ing 意味 原形 過去形 ～ing 

つくる make   使う use   

読む read   見える、（映画を）見る、会う see   

書く write   来る come   

する do   取る take   

知っている know   （スポーツを）する play   

（言語を）話す speak   行く go   

手に入れる get   与える give   

～になる become   持っている、食べる have   

食べる eat   見つける find   

止める stop   am be   

聞こえる hear   始める begin   

掃除する clean   教える teach   

勉強する study   （テレビを）見る watch   

眠る sleep   食べる eat   

楽しむ enjoy   覚える learn   

走る run   料理する cook   

話す（+with） talk   雨が降る rain   

待つ(+for~) wait   are be   

言う say   出る、去る、出発する leave   

買う buy   手伝う help   

会う meet   話す、言う tell   

考える think   捕まえる catch   

座る sit   見る（+at） look   

聞く（+to） listen   is be   

売る sell   送る send   

 

 

 

中２ 動詞の活用表テスト  完全版 



意味 原形 過去形 ～ing 意味 原形 過去形 ～ing 

つくる    使う    

読む    見える、（映画を）見る、会う    

書く    来る    

する    取る    

知っている    （スポーツを）する    

（言語を）話す    行く    

手に入れる    与える    

～になる    持っている、食べる    

食べる    見つける    

止める    am    

聞こえる    始める    

掃除する    教える    

勉強する    （テレビを）見る    

眠る    食べる    

楽しむ    覚える    

走る    料理する    

話す（+with）    雨が降る    

待つ(+for~)    are    

言う    出る、去る、出発する    

買う    手伝う    

会う    話す、言う    

考える    捕まえる    

座る    見る（+at）    

聞く（+to）    is    

売る    送る    

 

 

 

 

中２ 動詞の活用表テスト  完全版反復用 

意味 原形 過去形 ～ing 意味 原形 過去形 ～ing 



つくる    使う    

読む    見える、（映画を）見る、会う    

書く    来る    

する    取る    

知っている    （スポーツを）する    

（言語を）話す    行く    

手に入れる    与える    

～になる    持っている、食べる    

食べる    見つける    

止める    am    

聞こえる    始める    

掃除する    教える    

勉強する    （テレビを）見る    

眠る    食べる    

楽しむ    覚える    

走る    料理する    

話す（+with）    雨が降る    

待つ(+for~)    are    

言う    出る、去る、出発する    

買う    手伝う    

会う    話す、言う    

考える    捕まえる    

座る    見る（+at）    

聞く（+to）    is    

売る    送る    

 

 


