＜ 英語ブロック

不規則動詞変化表【過去形 ＆ ～ing 形】２枚目(全２枚) ＞

現在形 [原形]（意味）

過去形『～した』

～ing 形『～している、～すること』

41

become(s) (～になる)

became [ビケイム]

becoming [ビカミング]

42

show(s) (～を見せる、案内する)

showed [ショウド]

showing [ショウイング]

43

break(s) (～を壊す、骨折する)

broke [ブろウク]

breaking [ブれイキング]

44

feel(s) (～を感じる)

felt [ふェルト]

feeling [ふィーリング]

45

hold(s) (～を手に持つ、抱く)

held [ヘルド]

holding [ホウルディング]

46

win(s) (～に勝つ、賞を得る)

won [ワン]

winning [ウィニング]

47

lose(s) (～を失う、負ける)

lost [ロースト]

losing [ルーズィング]

48

sleep(s) (眠る)

slept [スレプト]

sleeping [スリーピング]

49

ride(s) (～に乗る)

rode [ろウド]

riding [らイディング]

50

put(s) (～を置く、のせる)

put [プット]

putting [プッティング]

51

bring(s) (～を持ってくる)

brought [ブろート]

bringing [ブりンギング]

52

rise(s) (昇る、上がる)

rose [ろウズ]

rising [らイズィング]

53

fly ( flies) (飛ぶ、飛行機で行く)

flew [ふルー]

flying [ふライング]

54

spend(s) (～を過ごす、費やす)

spent [スペント]

spending [スペンディング]

55

cut(s) (～を切る、切れる)

cut [カット]

cutting [カッティング]

56

pay(s) (～を支払う、割に合う)

paid [ペイド]

paying [ペイイング]

57

throw(s) (～を投げる)

threw [するー]

throwing [すろウイング]

58

catch(es) (～を捕まえる、間に合う) caught [コート]

catching [キャッチング]

59

build(s) (～を建てる)

built [ビルト]

building [ビルディング]

60

grow(s) (成長する、～になる)

grew [グるー]

growing [グろウイング]

61

shut(s) (～を閉じる、閉める)

shut [シャット]

shutting [シャッティング]

62

fall(s) (落ちる、倒れる)

fell [ふェル]

falling [ふォーリング]

63

set(s) (～を定める、置く)

set [セット]

setting [セッティング]

64

ring(s) (鳴る、～を鳴らす)

rang [らぁング]

ringing [りンギング]

65

shake(s) (～を振る、揺らす)

shook [シュック]

shaking [シェイキング]

66

choose(s) (～を選ぶ)

chose [チョウズ]

choosing [チューズィング]

67

wake(s) (目覚める、～を起こす)

woke / waked [ウォウク/ウェイクト]

waking [ウェイキング]

68

hurt(s) (～を傷つける、痛む)

hurt [ハ～ト]

hurting [ハ～ティング]

69

wear(s) (～を着ている)

wore [ウォ－ア]

wearing [ウェアりング]

70

draw(s) (～を描く、引き出す)

drew [ドゥるー]

drawing [ドゥろーイング]

71

sink(s) (沈む、沈没する)

sank [サぁンク]

sinking [スィンキング]

72

hit(s) (～を打つ、たたく)

hit [ヒット]

hitting [ヒッティング]

73

mean(s) (～を意味する)

meant [メント]

meaning [ミーニング]

74

lead(s) (～を導く、先頭に立つ)

led [レッド]

leading [リーディング]

75

blow(s) (風が吹く、なびく)

blew [ブルー]

blowing [ブロウイング]

76

shine(s) (輝く、～をみがく)

shone/shined [ショウン/シャインド]

shining [シャイニング]

77

let(s) (～させる、させておく)

let [レット]

letting [レッティング]

78

lay(s) (～を横にする、卵を産む)

laid [レイド]

laying [レイイング]

79

lie(s) (横たわる)

lay [レイ]

lying [ライイング]

80

shoot(s) (～を撃つ、シュートする)

shot [ショット]

shooting [シューティング]

※「うそをつく」は規則動詞

解説動画 http://eigoblock.com/prints
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