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Cours de français Niveau élémentaire 

 
 複合過去と半過去の使い分け     le   /       /20 

 ● 複合過去と半過去の使い分け 

 Quand il est arrivé chez moi, je regardais la télévision. 

 

Quand il m’a appelé, j’étais en réunion. 
 
 
 
  Je suis arrivé à Paris il y a 7 ans. ７年前にパリに来ました。 
    （過去の１時点の行為） 
  Avant j’habitais à Nice. その前はニースに住んでいました。 
    （過去の状態） 
  J’ai rencontré Monique à Nice.  ニースでモニックに出会いました。 
    （過去の１時点の行為） 
  Nous allions souvent à la mer ensemble. 私たちはよく一緒に生みにいきました。 
    （過去に繰り返された行為） 
  Nous sommes amis depuis 5 ans. 私たちは５年来の友人です。 
 

過去の状況・繰り返し ⇔  過去の1時的な行為 
    
  Avant, j’allais souvent au concert. Hier, je suis allé au concert. 
          前はよくコンサートに行った。  昨日、コンサートに行った。 
 
  Autrefois, je faisais des crèpes.  Hier, j’ai fait des crèpes. 
   昔はよくクレープを作った。     昨日、クレープを作った。 
 
  Autrefois, il neigeait beacoup.   Hier, il a beaucoup neigé. 
   去年はよく雨が降った。   昨日、雨が降った。 
 
  Mon père chantait souvent.  Hier, il a chanté à Karaoké. 
   父はよく歌をうたった。   昨日、彼はカラオケで歌った。 

Parcours de Monique  モニックの履歴 

  Il y a 7 ans, je travaillais dans une banque.  7年前、銀行で働いていました。 

  Il y a 3 ans, j’ai quitté cette banque. 3年前に銀行を辞めました。 

  J’aime la musique depuis mon enfance. 子供の頃から音楽が好きでした。 

  Alors, j’ai commencé à chanter. それで、歌を始めました。 

  Je suis chanteuse depuis 3 ans.  3年前から歌手です。 
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Je regardais la télévision 

J’étais en réunion 

彼が到着した：一時的な行為 

テレビを見ていた：継続的行為 
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時を表す表現を覚えましょう： 

  il y a …  二つの意味があります。 

    1.  …..に…名詞（物／人／事柄）….がある  

   2.  …..前に    10年前に、２時間前に    *1時点の行為ですから複合過去を使います。 

  Je suis allé chez Monique il y a trois jours. ３日前にモニックの家に行った。 
  J’ai déménagé à Lyon il y a deux ans.  ２年前にリヨンに引っ越した。 
  J’ai rencontré ce monsieur il y a six mois. 半年前にその男性に出会った。 

 depuis  〜前から 

  il y a が過去の１時点を示すのに対し、depuis は過去のある時点から現在への継続を表します。 

    *動詞は現在形です。 
  Je suis enrhumé depuis trois jours.  ３日前から風邪を引いている。 
  J’habite à Lyon depuis deux ans.  ２年前からリヨンに住んでいる。 
  J’étudie le français depuis six mois. 半年前からフランス語を勉強している。 
 
  Exercice   

I. 過去形に書き替えてください。（複合過去と半過去を使い分けに注意） 

 1. Nous partons en Thaïlande. →                         

 2. On nous sert des repas thaïlandais dans l’avion.  

  →                            

 3. Nous arrivons à l’aéroport à 9 heures du matin.  

  →                                       

 4. Il fait très beau. →                              

 5. Nous sommes dans une auberge charmante.  

   →                                          

 6. Ce séjour est très agréable. →                        

 

II.        にil y a または depuisを入れてください。 

 1. J’ai commencé le français               trois ans. ３年前にフランス語をはじめました。 

 2. J’étudie le français                trois ans. フランス語を３年間勉強しています。  

 3. J’ai rencontré Pierre en France                trois ans. 

 4. Nous sommes amis                 trois ans. 

  


