
かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 4. 体の調子 [主格人称代名詞、ESTAR] 

Conversación 4. ¿Cómo estás? - 調子はどう？ 

✦ 今回の表現

✦ 主格人称代名詞 

✦ ESTAR（～は…である） 

1 （君は）体の調子はどう？

2 とてもいいよ、ありがとう。

とても良い まあまあ

良い まあまあ

普通 悪い

とても悪い

単数 複数

1人称（＝自分） 私は
私たちは（男）

私たちは（女）

２人称（＝話し相手） 君は
君たちは（男）

君たちは（女）

３人称 
（＝自分と話相手以外）

彼は 彼らは

彼女は 彼女らは

あなたは あなた方は

yo nosotros

tú vosotros

él ellos

Mateo:  Hola, ¿cómo estás? 

Lingua:  Muy bien, gracias. ¿Y tú? 

Mateo:  Bien, gracias.

やあ、調子はどう？ 

とてもいいよ、ありがとう。君は？ 

いいよ、ありがとう。



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 4. 体の調子 [主格人称代名詞、ESTAR]【REPASO】 

♪　まずは Conversación 4　を覚えているか確認しましょう。 

♪ 次の日本語をスペイン語に訳しましょう。 

♪ 主格人称代名詞を確認しましょう。 

♪ ESTAR の活用を確認しましょう。 

とても良い まあまあ

良い まあまあ

普通 悪い

とても悪い

単数 複数

1人称（＝自分） 私は
私たちは（男）

私たちは（女）

２人称（＝話し相手） 君は
君たちは（男）

君たちは（女）

３人称 
（＝自分と話相手以外）

彼は 彼らは

彼女は 彼女らは

あなたは あなた方は

Mateo:  

Lingua:  

Mateo:

やあ、調子はどう？ 

とてもいいよ、ありがとう。君は？ 

いいよ、ありがとう。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 4. 体の調子 [主格人称代名詞、ESTAR]【EJERCICIOS】 

1. 次の文章をスペイン語に訳してください。 

(1) やあ、調子はどう？ 

(2) とてもいいよ、ありがとう。君は？ 

2. ESTAR動詞を活用させてください。 

3. 次の空欄に ESTAR を活用して入れてください。 

(1) ¿Cómo __________________ tú? 

(2) Yo __________________ regular. 

(3) Ellas __________________ mal. 

(4) ¿Cómo __________________ vosotros? 

(5) Ustedes __________________ muy bien. 

(6) Nosotros __________________ muy mal. 

(7) ¿Cómo __________________ ellas? 

(8) Él __________________ así así. 

(9) Ellas ___________________ bien. 

(10)Usted ___________________ normal. 

4. 次の空欄に主格人称代名詞を入れてください。※ “-“ は対話を表しています。 

(1) ¿Cómo estás _____________ ? - _____________ estoy muy bien, gracias. 

(2) ¿Cómo está Juan? - _____________ está bien. 

(3) ¿Cómo están Juan y Carlos? - _____________ están bien. 

(4) ¿Cómo estáis _____________ ? - _____________ estamos bien. 

(5) ¿Cómo están María y Ana? - _____________ están muy bien. 

♪ 動画の練習問題もしてスペイン語の反射神経を鍛えましょう！ 

yo nosotros

tú vosotros

él ellos



かなり本気でスペイン語！～入門編～

Lección 4. 体の調子 [主格人称代名詞、ESTAR]【SOLUCIÓN】 

1. 次の文章をスペイン語に訳してください。 

(1) やあ、調子はどう？ 

(2) とてもいいよ、ありがとう。君は？ 

2. ESTAR動詞を活用させてください。 

3. 次の空欄に ESTAR を活用して入れてください。 

(1) ¿Cómo __________________ tú? 

(2) Yo __________________ regular. 

(3) Ellas __________________ mal. 

(4) ¿Cómo __________________ vosotros? 

(5) Ustedes __________________ muy bien. 

(6) Nosotros __________________ muy mal. 

(7) ¿Cómo __________________ ellas? 

(8) Él __________________ así así. 

(9) Ellas ___________________ bien. 

(10)Usted ___________________ normal. 

4. 次の空欄に主格人称代名詞を入れてください。※ “-“ は対話を表しています。 

(1) ¿Cómo estás _____________ ? - _____________ estoy muy bien, gracias. 

(2) ¿Cómo está Juan? - _____________ está bien. 

(3) ¿Cómo están Juan y Carlos? - _____________ están bien. 

(4) ¿Cómo estáis ____________________________ ? - _______________________ estamos bien. 

(5) ¿Cómo están María y Ana? - _____________ están muy bien. 

♪ 動画の練習問題もしてスペイン語の反射神経を鍛えましょう！ 

yo estoy nosotros estamos

tú estás vosotros estáis

él está ellos están

Hola, ¿cómo estás (tú)?

(Yo estoy) Muy bien, gracias. ¿Y tú?

estás

estoy

están

estáis

están

estamos

están

está

están

está

tú Yo

Él

Ellos

vosotros (vosotras) Nosotros(nosotras)

Ellas


