状況：知らないことを伝える

I don't know.
わかりません。

I don’t know. は「わかりません/知りません」といった意味の言葉です。
困まった感じで言うと「さあ…」「どうだろう…」のような感じになります。
冷たい感じでつきはなして言うと「さあね」「わかんないね」といった感じに。
I have no idea は同意表現です。

パーティーでかっこいい男の子を見つけて大騒ぎ、彼女に彼の事知ってるか尋ねられ。
I don't know him.
彼のことは知らない。
テレビの修理を業者に依頼、いつ修理が終わるのかを聞いてみた。
I don't know yet.
まだわかりません。
会社のコンピューターが突然故障、原因を尋ねられたが
見当もつきません。そこで一言。
I don't know what happen.
何が起こったのかわかりません。
同僚が急に退職を申し出た、上司からなにがあったか尋ねられたが
何も知りません。
I don’t know anything about it.
それについては何もわかりません。
バス停でバスをまっていますが、来るはずのバスがまったく来ません。
「どうしたのだろう？」と他の人から尋ねられ一言。
I don't know what's going on.
どうなっているのか、さっぱりわかりません。
今日は家族とドライブ、でも道に迷ってしまいました。
どこで曲がればいいのかな？
I don't know where to turn.
どこで曲がればいいのかわからないよ。
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状況：自分にその能力があると伝える。

I can.
できます。
I can は「できます/私がやります」といった感じの使われ方で、
自分にはその能力があると相手に知らせることができます。
Can anyone help me move tomorrow?
「誰か明日手伝ってくれない？」
I can
「私がやってあげます」と使います。

自宅でのパーティーお母さんが忙しそうにしています。
助けてあげようとひとこと。
I can help you
僕が手伝うよ。
同僚がパソコンにプリンターの繋ぎ方が分からず困っています。
自分はパソコンに詳しいので助けてあげることに…。
I can do that.
私ならできますよ。
今日は残業が沢山。だけど何とか一人でこなせそう。
手助けを申し出る同僚にひとこと。
I can handle it.
私だけでできます！
同僚とカラオケ。少し緊張してたが前の人が歌っているのを聞いて
自信がでました。そこでひとこと。
I can do better.
僕の方が上手だな。
母がバーゲンセールから帰ってきました。疲れきった顔で
「すごい混雑だった」と疲れた顔で話す母に。
I can imagine！
想像つくわ！
会社でいつもおせっかいな人。今日も横からゴチャゴチャ
今日こそはひとこと言ってやろう
I can do it by myself.
一人でできます。
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状況：許可を求める

Can I?
してもいい？
Can I? は相手に許可を求めるときに使われる言葉で
日本語だと「してもいい？」のように使います。
気軽で親しみやすい尋ね方なので、親しい間柄での使用が適しています。
丁寧に言う場合はMay I? が良いです。
Can I? を基本に許可を求めるのに使える言葉を作ってみてください。

友達が一人で教室の掃除をしています。
Can I help you?
手伝おうか？
友人が新しいゲームをしています。自分もやってみたいなあ・・・。
Can I try?
やってみていい？
友達がたくさんの悩み事かかえ苦しんでいます。
Can I do anything?
何か手伝えることない？
できたてのパンがとてもおいしそう。ひとつ味見したい。
Can I have some?
ちょっともらっていい？
今日は朝から体調がよくないので、早く帰宅することに。
Can I leave early?
今日は早く帰っていい？
新しいゲームを買ってきましたが、5人の友達がいます。
どうしても自分が一番にしたい。
Can I be first?
最初にやっていい？
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状況：都合を尋ねる・頼みごとをする

Can you?
やってくれる？

Can you？は「やってくれる？」「お願いしていい？」といった感じです。
家族や友人など親しい間柄での使用が適しています。Can you,,,？
とすると「…してくれる？」「…できる？」と、より具体的に相手の都合を
尋ねたり、頼むときに使う言葉になります。
これより丁寧な言い方をしたい場合はCould you？を使いましょう。

子供がコンビニに行くというので、ついでにおつかいを頼みました。
Can you do me a favor?
ちょっとお願いしていい？
車の調子が良くないので、修理工場へ持って行きました。
Can you have a look?
ちょっと見てくれますか？
荷物を移動したいが一人では重すぎます。
Can you give me some help?
ちょっと手伝ってくれる？
友人を海外旅行に誘ったが、相手はちょっと迷っているようです。
一言まず考えておいてもらいましょう。
Can you think about it?
考えておいてくれる？
妹が勉強を手伝ってくれと言っているが
忙しいのでひとこと。
Can you this on your own?
自分でやってくれる？
同僚から電話があり今日は休みたいとの事、
明日は来られるのか確認することに・・・。
Can you come tomorrow?
明日は来られる？
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状況：都合を尋ねる・頼みごとをする。

could you
してもらえますか？
Coud you？は相手の都合を確かめたり、頼みごと
をするときに使われる言葉で、日本語の「してもらっていい？」
「お願いできますか？」といった感じです。
I'll go shopping for you.「君のかわりに買い物に行ってあげる」
Oh, could you?「あら、そうしてもらえますか？」といった具合に使います。
Can you?よりもやや丁寧ないい方なので、仕事上などさまざまな場面で使えます。

自分宛の小包がまだ届きません！部下を呼んで調べさせる事に。
Could you check?
調べてくれる？
荷物を両手に一杯もって会社に着きました。中にいる同僚に声を掛けて
ドアを開けてもらいましょう。
Could you open the door, please?
ドアを開けてもらえる？
新入社員に仕事の指示を出したが、自信なさそうにしています。
それでもとにかくやってもらうことに・・・。
Could you give it a try?
とりあえずやってみて
友達の手品に驚き！もう一回見せてほしい・・・。
Could you do it again?
もう一回してくれる？
仕事が多すぎてどうしても締切に間に合いません。
同僚に手伝ってくれるか聞いてみましょう。
Could you take care of this?
これを頼める？
憧れの女性をデートに誘いたいけど、恥ずかしくて言い出せません。
そこで友人に代わりに聞いてもらうことに・・・。
Could you ask her for me?
私の代わりに彼に聞いてくれる？
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状況：相手の記憶を確かめる。

Do you remember?
覚えてますか？

Do you remember?
は「覚えてますか？」の感じで、相手の記憶を確かめるひとことです。
We meet at the park last week. Do you remember?
「一度先週公園で会ったでしょ。覚えてる？」といった具合に使います。
Do you remember?「覚えてますか？」と、より具体的に尋ねることになります。
5W1H(Who, When, Where, What, Why, How)と組み合わせて使います。

会社に着いたら自分宛に電話があったと聞かされました。
誰からだったのか気になって一言。
Do you remember who?
誰だったか覚えてる？
街で見覚えのある人が前から歩いて来ます。「誰だっけ？」
と友達に尋ねてみましょう。
Do you remember his name?
彼の名前覚えてる？
外出中に彼女から電話があったと聞かされました。
誰からなのか気になってひとこと。
Do you remember what she said?
彼女なんて言ってた？
今日は彼女とデート。彼女が初めて二人が会った日のことを覚えて
いるか聞いてみることに・・・。
Do you remember when we first met?
私たちが初めて会った日のこと覚えてる？
弟に借りてたお金を返すことに。でも金額を忘れてしまいました！
Do you remember how much it was?
いくらだったか覚えてる？
学校でみんなで使ってる辞書がいつもの場所にありません。
最後に使った人に聞いてみましょう。
Do you remember where you put it?
どこに置いたか覚えてる？
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状況：大丈夫かどうか確認する言葉

Are you all right?
大丈夫ですか？
Are you all right？は相手の無事を確かめることばで、
「大丈夫ですか？」と日本語で聞いた時の感じです。
前を歩いている人が何かにつまずいて転んだ時に、使うと「大丈夫？」
「平気？」といった感じになります。
道に迷っている人にこれを使うと、「お困りじゃないですか？」
と気遣うひとことになります。

転校生がクラスに入る前に心配しています。
Are you all right here?
ここでやっていけそう？
入院していた友達から電話がありました。
Are you all right now?
回復しましたか？
どうしても海外留学したいという娘に。
Are you all right alone?
一人で大丈夫？
夏休みの旅行のスケジュールをみんなに見せ、一人ひとりに確認します。
Are you all right with this?
これでいいですか？
いつも夫婦喧嘩ばかりしてる友達（夫）に聞きます。
Are you all right with her?
彼女とうまくいってるの？
彼女を映画に誘ったが予定があいません。土曜日は予定があると言っています。
では日曜日はどう？
Are you all right on Sunday?
日曜日は大丈夫ですか？
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