
❶ 一般動詞                                                      

 1  do      する                   

  2  like   好きだ、気に入る       

  3  want  ほしい、したい         

  4  know  知っている            

  5  think  思う、考える          

  6  feel   感じる                

  7  hope   望む、だといい        

  8  understand 理解する           

  9  find   見つける、わかる       

10  talk   話す                           

 11  write  書く          

 12  read   読む                  

 13  listen  聴く                  

 14  look   見る、に見える        

 15  say   言う、と書いてある    

 16  speak   話す                  

17  watch   見る                

 18  hear  聞く、聞こえる    

 19  see   見る、会う            

 20  tell   話す、教える、言う     

 21  show  見せる、示す、表す          

 22  ask   尋ねる、きく、頼む          

 23  answer 答える                

 24  meet  会う                  

 25  walk  歩く                  

 26  go   行く 

 27  come  来る 

 28  arrive  到着する 

 29  leave  去る、出発する 

出る 

 30  join   参加する、入る 

いっしょにやる 

 31  forget  忘れる 

 32  remember 覚えている 

思い出す 

 33  buy   買う 

 34  sell   売る 

 35  work    働く、仕事する 

 36  drink  飲む 

37  eat     食べる 

 38  sleep  眠る 



                   39  smile  微笑む 

                     40  try   試みる、試してみる 

                         しようとする 

                     41  visit  訪れる、訪問する 

                     42  spend  過ごす、(お金を)使う 

                                   43  turn  曲がる、向く 

                                   44  open  開ける 

                                   45  close  閉める 

                                   46  have    持っている、飼う 

                           食べる、ある、する 

                               47  put   置く 

                                   48  live   住んでいる、生きる 

                         暮らす 

                                   49  stand 立つ 

                                   50  sit   座る 

                                   51  give   与える、くれる 

                                   52  take    持っていく、受ける 

             連れていく、乗る、   

                                            (時間)かかる、とる 

53  stay   滞在する、泊まる 

                         ままでいる 

      54  teach  教える 

                                   55  learn  学ぶ、習う 

  56  lose   失う、なくす 

                                   57  study  勉強する、研究する 

                                   58  catch  捕まえる、捕る 

                 59  send   送る 

                 60  make  作る、にする 

                 61  call   呼ぶ、電話する 

                 62  become になる 

                 63  sing  歌う 

                 64  ride  (二輪車) 乗る 

                 65  get   手に入れる、になる 

                 66  swim  泳ぐ 

                 67  fly    飛ぶ 

                 68  grow   育てる、成長する 

                 69  play    演奏する、遊ぶ 

                (ｽﾎﾟｰﾂ)する 

                 70  mean  意味する 

                  71  help  手伝う、助ける 

                72  wait  待つ 

                 73  need  必要がある 



                                                   74  stop    やめる、止まる 

                                   75  enjoy     楽しむ 

                                                  76  finish   終わる 

                                                                    77  cry    泣く、叫ぶ 

78  cook    料理する 

79  carry   運ぶ 

80  bring   持ってくる、もたらす 

81  start    始める、出発する 

82  begin   始める 

83  use    使う 

84  draw   描く 

85  clean   掃除する 

86  borrow   借りる 

87  lend    貸す 

88  break   壊す 

89  cut    切る 

90  build   建てる 

91  fall    落ちる 

92  keep    保つ、し続ける 

93  invite   招待する 

94  shout   叫ぶ 

95  wash    洗う 

96  introduce 紹介する 

97  worry   心配する 

98  decide   決める 

99  sound   に聞こえる、に思われる 

100  return  戻る、返す 

101  paint   塗る、描く 

102  reach   着く、達する 

103  believe  信じる 

104  change  変える 

105  wear    着る、身につける 

106  touch   触る 

107  move   動く、引っ越す 

108  enter   に入る 

109  push   押す 

110  die    死ぬ 

111  hold    保つ、開催する 

112  practice  練習する 

113  happen   起こる 

114  save    節約する、救う 

115  explain   説明する 


