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 40 verbs 

 

PART 1 （１～20） 

 

 1.    みます 

ex. まいばん うちで ニュースを みます。 

2.    ききます 

ex. でんしゃの なかで ＣＤを ききます。 

3.  eat  たべます 

ex. かいしゃの ちかくで そばを たべました。 

4.  drink  のみます  

ex. まいあさ かいしゃで こうちゃを のみます。 

5.  read  よみます 

ex. でんしゃの なかで しんぶんを よみます。 

6.  sleep  ねます 

ex. きのう なんじごろ ねましたか。 

7.  get up  おきます 

ex. まいあさ ６じに おきます。 

8.  meet  あいます  

ex. しゅうまつ しんじゅくで ともだちに あいました。 

9.  sing  うたいます 

ex. カラオケで うたを うたいます。 

10.  write  かきます 

ex. きのう てがみを かきました。 

11.  buy  かいます 

ex. きょうのあさ おべんとうを かいました。 

12.  take (a picture)  とります 

ex. せんしゅうまつ ふじさんの しゃしんを とりました。 

   
   

watch, 
see,  
look 

listen, 
hear 
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13.  return  かえります 

ex. まいばん ９じごろ くるまで うちに かえります。 

14.  go  いきます 

ex. にちようびに こうえんに いきました。 

15.  come  きます 

ex. せんげつ オーストラリアから ともだちが きました。 

16.  put in  いれます 

ex. コーヒーに さとうを いれますか。 

17.  run  はしります 

ex.  まいあさ うちから えきまで はしります。 

18.  smoke  たばこを すいます 

ex. かのじょは かいしゃで たばこを すいます。  

19.  do one’s best  がんばります 

ex. あしたは にほんごの テストです。 がんばります。 

20.  send  おくります 

ex. ちちの たんじょうびに カードを おくりました。 
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PART 2 （21～40） 

 

21.  pay  はらいます 

ex. じゅぎょうりょうを はらいます。 

22.  make  つくります 

ex. コーヒーメーカーで コーヒーを つくります。 

23.    はなします 

ex. あのひとは フランスごと えいごを はなします。 

24.  wait  まちます 

ex. ３０ぷん まちましたから、 かえります。 

25.  forget  わすれます 

ex. かぎを わすれました。 
   

26.  be surprised  びっくりします 

ex. わたしの テストは １００てんでした。 びっくりしました。 

27.  relax  のんびりします 

ex. にちようびは うちで のんびりします。 
   

28.  call  でんわを します 

ex. いつ ともだちに でんわを しましたか。 

29.  cook  りょうりを します 

ex. わたしは まいばん りょうりを します。 

30.  work  しごとを します 

ex. なんじから なんじまで しごとをしますか。 

31.  play (sports)  (スポーツ)を します 

ex. かれは まいしゅう にちようびに テニスを します。 

32.  shop  かいものを します 

ex. スーパーで たくさん かいものを しました。 

33.  give a party  パーティーを します 

ex. しゅうまつ ともだちの うちで パーティーを します。 

speak, 
talk, 
tell 

.....、

.....。

(tuition) 
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34.  study   べんきょうを します／～を べんきょうします 

Ａ： こんしゅうまつ なにを しますか。 

Ｂ： にほんごの べんきょうを します。 

にほんごを べんきょうします。 

35.  review 

  
ふくしゅうを します／～を ふくしゅうします 

Ａ： きのう たくさん ふくしゅうを しました。 

Ｂ： なにを ふくしゅうしましたか。 

Ａ： じょしを ふくしゅうしました。 

36.  check   

a 

チェックを します／～を チェックします 

Ａ： チェックを しました。 

Ｂ： なにを チェックしましたか。 

Ａ： このリストを チェックしました。 

37.  make a copy   コピーを します／～を コピーします 

Ａ： まいにち たくさん コピーを します。 

Ｂ： なにを コピーしますか。 

Ａ： しゅくだいを コピーします。 

38.  clean   そうじを します／～を そうじします  

Ａ： ともだちが きますから、 そうじを します。 

Ｂ： どこを そうじしますか。 

Ａ： いまを そうじします。 

39.  wash   せんたくを します／～を せんたくします 

Ａ： きのう せんたくを しました。 

Ｂ： なにを せんたくしましたか。 

Ａ： T シャツを せんたくしました。 

40.  drive  うんてんを します／～を うんてんします 

Ａ： にほんで ときどき くるまを うんてんします。 

Ｂ： わたしも ときどき うんてんを します。 

 

object object 

(particles)


