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第２回 ESTAR動詞の使い方
複数

主語代名詞

私は

estoy Nosotros 私たちは estamos

Tú

君は

Vosotros
estás Vosotras 君たちは

Él

彼は

Ella

彼女は

Yo

Nosotras

Ellos

彼らは

Ellas

彼女らは

Ustedes

あなた方は

está

Usted あなたは

están

覚えましょう！

どのような （〜な状態） 君
にある

直訳では、
【君はどのような状態にありますか？】
ですが、意味
するところは、
「元気？調子はどう？」、
【¿Cómo está (usted)?】
の場合なら尋ねる相手が目上の人になるため、意味は「お元
気ですか？ / ご機嫌いかがですか？」などとなります。

¿Cómo + ESTAR +（主語）? / （主語）+ ESTAR + bien/mal.
『元気？/ご機嫌いかがですか？』 / （主語）は、元気/調子が悪いです。
例：-Hola, María. ¿Cómo estás? （やあ、マリア。元気？）

-Hola, Jorge. Estoy muy bien. Gracias.
（こんにちは、ホルへ。 私はとても元気よ。ありがとう。）

V

前置詞

意味

前置詞

意味

encima de -

~ の上に

a la izquierda de -

~ の左に

debajo de -

~ の下に

dentro de -

~ の中に

delante de -

~ の前に

fuera de -

~ の外に

detrás de -

~ の後ろに

entre - /
entre a y b

~ の間に/
aとbの間に

al lado de -

~ の隣に

cerca de -

~ の近くに

a la derecha de -

~ の右に

lejos de -

~ の遠くに

例：

¿Dónde estáis?

（君達はどこにいますか？）

¡OJO!
前置詞ENは、非常に広い意味で使わ
れます。全てを一度に覚えるのは大変
ですので、今日のレッスンでは、
（主語）+ ESTAR + EN【場所・地名】.
（主語）は【場所・地名】
にいます。
という表現を覚えてください。
例：

Akira está en Kioto.

- ¿Dónde está Elena? （エレーナはどこにいますか？）

（アキラは京都にいます。）

Estoy en la piscina.
(私はプールにいます。)

- ¿Dónde está el libro?
Están bien.
Gracias.

（元気です。
ありがとう。）

（その本はどこにありますか？）

- El libro está encima de la silla.
（その本はイスの上にあります。）

El libro
本
La silla
イス

¡OJO!
主語が男性の場合と女性の
場合とで、語尾が変化する
形容詞も多数ありますので
注意してくださいね！

（紅茶は冷たいです。）

人や物の場所を言い表す時に、
『~の中に』、
『~の隣に』等を表す前置詞が必要
になります。
よく使われる前置詞を以下の表にまとめましたので、覚えましょう。

（私達は学校にいます。）

（あなたのご両親は
お元気ですか？）

El café está caliente.

El té está frio.

Estamos en la escuela.

- Elena está detrás de la silla. （エレーナはイスの後ろにいます。）

¿Cómo están
tus padres?

ESTAR動詞を使えば、元気かどうかだけでなく、物の状態や感情なども
表すことができます。例えば。。。

（コーヒーは熱いです。
）

- Ana está en Alemania. （アナはドイツにいます。）

vocabulario

ESTAR 動詞 - 直説法現在の活用

¿Cómo estás (tú)?

¿Dónde + ESTAR +（主語）? / （主語）+ ESTAR + 〜（場所）.
『（主語）はどこにありますか？』 / （主語は）〜（場所）にあります。

例：- ¿Dónde está Ana?（アナはどこにいますか？）

estáis

①Hola. Buenos días.などの挨拶の言葉の後、
よく¿Cómo estás?や¿Cómo está?という表
現を聞いたことがあるかもしれません。
どのような意味か分解して調べてみましょう。

1
#
ás?
¿Cómo est

覚えましょう！

主語代名詞

場所を表す前置詞

では、右の活用表が一通り頭に入ったら、
レッ
スンを始めましょう。

単数

三人称

このESTAR動詞には、変化する可能性のある
状態をあらわしたり、物や人の場所を示す機能
があります。不規則動詞なので、覚えるのは少し
大変かもしれませんが、頻繁に使われる動詞な
ので、がんばって自分のものにして下さい。

¿

一人称 二人称

Hola. みなさんこんにちは。
前回は、英語のBE動詞にあたる、SER動詞を勉
強しました。
今回は、英語のBE動詞にあたるもう一つの動
詞、
【ESTAR】について学習しましょう！

②ESTAR動詞のもう一つの重要な意味が、人や物の場所を表す『（場所に）ある／いる』
です。
疑問詞【どこに？】
を表す¿Dónde?を使って場所を尋ね、それに答える表現を覚えましょう。

男性の場合

- ¿Dónde está la pelota?
（そのボールはどこにありますか？）
女性の場合

Estoy contenta.
Estoy contento.
(僕はうれしいです。) （私はうれしいです。）

ADELANTE

- La pelota está debajo de la silla.
（そのボールはイスの下にあります。）

La pelota
ボール
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