
受け身で使う動詞活用表 

意味 原形 過去形 過去分詞 意味 原形 過去形 過去分詞 

つくる make made made 使う use used used 

読む read read read 見える see saw seen 

書く write wrote written 建てる build built built 

する do did done 取る take took taken 

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

閉める close closed closed こわす break broke broken 

（言語を）話す speak spoke spoken 行く go went gone 

与える give gave given ～になる become became become 

食べる eat ate eaten 見つける find found found 

来る come came come 売る sell sold sold 

聞こえる hear heard heard 送る send sent sent 

掃除する clean cleaned cleaned 教える teach taught taught 

（絵の具で）描く paint painted painted 愛する love loved loved 

招待する invite invited invited 必要とする need needed needed 

おおう cover covered covered 開催する hold held held 

殺す kill killed killed     

受け身で使う動詞活用表テスト ヒントあり版 
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学ぶ learn learned learned 掃除する clean cleaned cleaned 
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洗う wash washed washed 作る make made made 

食べる eat ate eaten 読む read read read 

（写真を）取る take took taken 書く write wrote written 

欲しい want wanted wanted 知る know knew known 

勉強する study studied studied 練習する practice practiced practiced 

（テレビを）見る watch watched watched 使う use used used 

be 動詞の過去分詞 be was,were been 受け取る receive received received 

滞在する stay stayed stayed 訪れる visit visited visited 

住む live lived lived 見る、会う see saw seen 

引っ越す、動く move moved moved 聞く hear heard heard 

到着する arrive arrived arrived （スポーツを）する play played played 

働く work worked worked 出る、去る、出発する leave left left 

失う lose lost lost 噴火する erupt erupted erupted 

会う meet met met     
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