イタリア語 文法ドリル 近過去
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1 日目 STEP１
STEP1 近過去は avere（現在形） ＋ 過去分詞 が基本
まず、必要になるのは avere の活用（現在形） と、 過去分詞の作り方です。

avere の活用（現在形）
io

noi

tu

voi

lui

loro
過去分詞の作り方

-are 動詞 → -ato

練習問題
studiare →

例: pagare → pagato

cucinare →
comprare →

-ire 動詞 → -ito

capire →

例： pulire → pulito

dormire →
finire →

-ere → -uto

avere →

例： sapere → saputo

potere →
ripetere →

この avere と過去分詞で近過去を作ります。試しに、次の文を近過去にしてみましょう。

Compro il giornale.

私は新聞を買う。

手順 1) avere を主語に合わせて活用する。
手順 2) 動詞 comprare を過去分詞にする。

➡

Ho comprato il giornale.

私は新聞を買った。 （近過去の完成）

ちなみに……
イタリア語には他にも様々な過去形があります。このドリルで学ぶ近過去は「～した」という意
味の過去形です。他にも、半過去「～していた」、遠過去「（遠い昔に）～した」などがあります
が、このドリルでは過去時制の使い分けには触れず、近過去の形にフォーカスして勉強します。

12 日目 練習問題（会話表現④）
【練習】 例にならい、次の質問に sì で答えましょう。

例）Avete già visto il Colosseo? コロッセオはもう見ましたか？
- Si, l’abbiamo già visto. ええ、もう見ました。
1) Avete già pranzato?
2) Il treno è già partito?
3) Avete già letto il giornale?
4) Hai già comprato la rivista?
5) I ragazzi hanno già restituito i libri?

【解説】
1) Sì, abbiamo già pranzato.
（もう昼食はとりましたか？） （はい、もう昼食をとりました）
2) Sì, è già partito.
（もう列車は出発しましたか？） （はい、もう出発しました）
3) Sì, l’abbiamo già letto.
（もう新聞を読みましたか？） (はい、もう読みました）
過去分詞は il giornale を指す l’(=lo)に一致して男性単数です（おまけ②参照）。
4) Sì, l’ho già comprata.
（もう雑誌を買いましたか？） （はい、もう買いました）
過去分詞は la rivista を指す l’(=la)に一致して女性単数です。。
5) Sì, li hanno già restituiti.
（少年たちはもう本を返しましたか？） （はい、もう返しました）
過去分詞は i libri を指す li に一致して男性複数です。li は l’となりません。

