文法徹底ドリル イタリア語 近過去 100 問
目次
文法解説 と 練習問題
STEP1 近過去は avere + 過去分詞 が基本。
STEP2 不規則な過去分詞に気をつけよう。
STEP3 存在・状態・変化・移動を表す自動詞は essere + 過去分詞 で作る。
おまけ① 再帰動詞も essere+過去分詞。
おまけ② avere+過去分詞 も直接目的語の代名詞 lo/ li/ la/ le とは一致する。
総合練習問題
解答 と 解説
※ 語学が苦手な方も STEP3 までは頑張って理解しましょう。上級者はおまけ②までマスターしてください。

文法解説 と 練習問題
STEP1 近過去は avere + 過去分詞 が基本。
この過去分詞は次のように作ります。皆さんも練習してみましょう。
-are ⇒ -ato

studiare ⇒ studiato
cucinare ⇒
comprare ⇒

-ire ⇒ -ito

capire ⇒ capito
dormire ⇒
finire ⇒

-ere ⇒ -uto

avere ⇒ avuto
potere ⇒
ripetere ⇒

それでは、実際に近過去の文を作ってみましょう。
Compro il giornale.「私は新聞を買う」を近過去にすると…
① avere を主語に合わせて活用する。
② 動詞 comprare を過去分詞にする。
⇒ これで完成！

Ho comprato il giornale. 「私は新聞を買った」

ATTENZIONE
イタリア語には他にも様々な過去形があります。近過去は「～した」という過去形で
す。他に、半過去「～していた」、遠過去「（遠い昔に）～した」などがありますが、違い
は別の機会に学び、このドリルでは近過去の形にフォーカスして勉強しましょう。

ESERCIZIO 1 次の文を近過去にしなさい。
1) Mangiamo la pizza.

2) Pulisci la casa?

3) Lucia sente un rumore.

4) Compro un biglietto per Roma.

5) Ricevete la risposta?

（略）

ESERCIZIO 15 下線部の単語を近過去に変化させなさい。（ ）に主語の指示があ
れば従うこと。

Chiara : Allora, come 81) essere il viaggio in Toscana?
Naoko : 82) divertirsi (noi) e la Toscana ci 83) piacere molto.
Chiara : Ci 84) statre con il tuo fidanzato, vero?
Naoko : Sì, io 85) partire da Milano e lui 86) venire da Tokyo. Così 87)
incontrarsi all’aeroporto di Firenze.
Chiara : Bene. Che cosa 88) fare(voi) a Firenze?
Naoko : Prima 89) salire sul Duomo e 90) fare un giro a Firenze. Dopo 91)
nolleggiare una macchina per visitare le cantine.
Chiara : Lui sa guidare?
Naoko : In Italia, no. Quindi 92) guidare io per tutta la strada e non 93) riuscire
a fare la degustazione dei vini.
Chiara : Poverina. Però 94) fare una bellissima vacanza, vero?
Naoko : Certo che sì! 95) mangiare bene e 96) fare un bellissimo giro in
macchina fino a Roma. E poi lì 97) salutarsi.
Chiara : Lui 98) tornare in Giappone?
Naoko : Sì, ma mi 99) promettere di venire di nuovo a questo Nalale.
Chiara : Beata te! Invece io 100) rimanere a casa da sola per prepararmi per gli
esami!!

練習問題の解答と解説
ESERCIZIO 1 次の文を近過去にしなさい。
1) Mangio la pizza. （私たちはピザを食べる）
Ho mangiato la pizza. （私たちはピザを食べた）

2) Pulisci la casa? （君は家を掃除するの？）
Hai pulito la casa? （君は家を掃除したの？）

3) Lucia sente un rumore. （ルチアは物音を聞く）
Lucia ha sentito un rumore. （ルチアは物音を聞いた）

4) Compro un biglietto per Roma. （私はローマ行きの切符を買う）
Ho comprato un biglietto per Roma. （私はローマ行きの切符を買った）

5) Ricevete la risposta? （君たちは返事をもらうの？）
Avete ricevuto la risposta? （君たちは返事をもらった？）

（略）

