
Japanese Summer work for new L6 
 

1. Writing Task 
 
Write a diary or about an event during the summer holiday in excess of 800 characters. A diary could contain up to three 
separate dates. A heading for the dairy consists of date, day and weather, e.g. ７月２４日（水曜日）雨 
 
 

2. Verbs 
 
Write meanings of the list of verbs on the 6 pages, which follow this page.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IB 動詞 どうし 

1. 会う あう 

2. 開ける あける 

3. 開く あく 

4. あげる  

5. 遊ぶ あそぶ 

6. 集まる あつまる 

7. 集める あつめる 

8. 浴びる あびる 

9. 洗う あらう 

10. 歩く あるく 

11. ある   

12. 言う いう 

13. 行く いく 

14. 急ぐ いそぐ 

15. いる 

16. 入れる いれる 

17. 受かる うかる 

18. 受ける うける 

19. 動く うごく 

20. 歌う うたう 

 

21. 生まれる うまれる 

22. 売る うる 

23. 起きる おきる 

24. 送る おくる 

25. 遅れる おくれる 

26. 置く おく 

27. 起こす おこす 

28. 起こる おこる 

29. 怒る おこる 

30. 教える おしえる 

31. 落ちる おちる 

32. 落とす おとす 

33. 思い出す おもいだす 

34. 思う おもう 

35. 覚える おぼえる 

36. 降りる おりる 

37. 泳ぐ およぐ 

38. 終わる おわる 

39. 買う かう 

40. 飼う かう 

 



 

41. 返す かえす 

42. 帰る かえる 

43. 替える かえる 

44. かかる 

45. 書く かく 

46. かける 

47. 貸す かす 

48. 数える かぞえる 

49. かたづける 

50. 勝つ かつ 

51. かぶる 

52. 借りる かりる 

53. かわく 

54. 考える かんがえる 

55. がんばる がんばる 

56. 聞く きく 

57. 聞こえる きこえる 

58. 決める きめる 

59. 切る きる 

60. 着る きる 

 

61. 来る くる 

62. 曇る くもる 

63. 加える くわえる 

64. 消す けす 

65. 答える こたえる 

66. 困る こまる 

67. 混む こむ 

68. 壊す こわす 

69. 壊れる こわれる 

70. さがす 

71. 咲く さく 

72. 死ぬ しぬ 

73. 閉まる しまる 

74. 閉める しめる 

75. 調べる しらべる 

76. 知らせる しらせる 

77. 知る しる 

78. 吸う すう 

79. すく 

80. 住む すむ 



 

81. する 

82. 座る すわる 

83. 助ける たすける 

84. 立つ たつ 

85. 出す だす 

86. 食べる たべる 

87. 違う ちがう 

88. 使う つかう 

89. 疲れる つかれる 

90. 着く つく 

91. 作る つくる 

92. つける 

93. 続く つづく 

94. 続ける つづける 

95. 勤める つとめる 

96. 連れる つれる 

97. 出かける でかける 

98. できる 

99. 手伝う てつだう 

100. 出る でる 

 

101. 通る とおる 

102. 飛ぶ とぶ 

103. 止まる とまる 

104. 泊る とまる 

105. 取る とる 

106. 撮る とる 

107. 直す なおす 

108. 直る なおる 

109. 治る なおる 

110. 泣く なく 

111. なくす  

112. 亡くなる なくなる 

113. 習う ならう 

114. なる   

115. 似合う にあう 

116. 煮る にる 

117. 似る にる 

118. 寝る ねる 

119. 脱ぐ ぬぐ 

120. 登る のぼる 



 

121. 飲む のむ 

122. 乗り換える のりかえる 

123. 乗る のる 

124. 入る はいる 

125. 履く はく 

126. 始まる はじまる 

127. 始める はじめる 

128. 走る はしる 

129. 働く はたらく 

130. 話す はなす 

131. 払う はらう 

132. 晴れる はれる 

133. ひく(風邪かぜ) 

134. 引く ひく 

135. 弾く ひく 

136. 引っ越す ひっこす 

137. 増える ふえる 

138. 吹く ふく 

139. 太る ふとる 

140. 降る ふる 

 

141. 減る へる 

142. 曲(が)る まがる 

143. 間違える まちがえる 

144. 混ぜる まぜる 

145. 見える みえる 

146. 見る みる 

147. 見せる みせる 

148. 燃える もえる 

149. 持つ もつ 

150. 持っていく もっていく 

151. 持ってくる もってくる 

152. もらう 

153. 焼く やく 

154. 役に立つ やくにたつ 

155. やせる 

156. やむ 

157. 止める やめる 

158. やる 

159. 呼ぶ よぶ 

160. 読む よむ 



 

161. 喜ぶ よろこぶ 

162. 分かる わかる 

163. 忘れる わすれる 

164. 渡る わたる 

165. 笑う わらう 

 

 

166. 安心する あんしん‐ 

167. 運転する  うんてん‐ 

168. 確認する かくにん‐ 

169. 気をつける 

170. 計画する けいかく‐ 

171. 見学する けんがく‐ 

172. コピーする 

173. 賛成する さんせい‐ 

174. 質問する しつもん‐ 

175. 出席する しゅっせき‐ 

176. 出発する しゅっぱつ‐ 

177. 準備する  じゅんび‐ 

178. 心配する しんぱい‐ 

 

179. 説明する せつめい‐ 

180. 注意する ちゅうい‐ 

181. 到着する とうちゃく‐ 

182. 反対する はんたい‐ 

183. 復習する ふくしゅう‐ 

184. 予習する よしゅう‐ 

185. 予約する よやく‐ 

186. 旅行する りょこう‐ 

187. 練習する れんしゅう‐ 

188. 連絡する れんらく‐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


