状況：知っているか尋ねる。

Do you know?
知ってる？
Do you know？は「知ってる？」という意味のフレーズです。
I forget his name. Do you know?「彼の名前忘れちゃった。知ってる？」
といった具合に使います。
Do you know where...is?「…はどこか知ってますか？」
のように、5W1H (Where, When, What, Who,Why, How)
を使った文との組み合わせによってさまざまな疑問文が作れます。
時計を忘れたので時間が気になります。
通りすがりの人に尋ねることに…。
Do you know what time it is?
時間わかりますか？
人気歌手が来日するらしい。「いつ来るの？」
Do you know when?
いつか知ってますか？
財布を無くしたようです。一緒にいた友人に財布を
見なかったか尋ねて…。
Do you know where my wallet is?
私の財布がどこか知ってる？
新しいゲームソフトの使い方が良わからないので、
お兄さんを呼んで一言。
Do you know how to do this?
どうやるか知ってる？
今日は朝から彼が怒っています。別の友達に理由を尋ねてみます。
Do you know why he is mad?
彼がどうして怒ってるのかわかる？
部屋にあった大切な花瓶が倒れてて水が床に。
誰がやったのか家の人にひとこと。
Do you know who did it?
誰がやったか知ってる？
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状況：しぶしぶ引き受けるとき。

I could.

頼まれればできます。
I could は「頼まれればできます」「やれと言われればできます」といった感じで使われる表現です。
例えば、Can anyone make a cake?
「誰かケーキを作れる？」
I could.
「作ってって言われればできるけど」といった具合。
could have + PP（過去分詞）と使うと、
「～できたはずだったのに」と過ぎたことをくやむ表現になります。
I couldn't…とすると「できませんでした/するのは無理でした」
頼まれていたことなどができなかったという意味になります。
大切な面接で大失敗。いつもの実力が出せず、悔やんで一言。
I could have done better.
もっと上手くできたのに。
安月給で仕事はつらい、でもいい会社なので離れがたい。
友人に「どうして転職しないの？」と尋ねられてひとこと。
I could if I wanted to.
そうしようと思えばできるんだけどね。
兄弟喧嘩、弟が落ち込んでいるので姉が一言。
I could give you some advice.
よかったら相談に乗るよ。
お母さんが料理作り、美味しそうなのでつまみ食いを
見つかってしまい、あわてて言い訳をします。
I couldn't help it.
我慢できなかったんだよ。
一睡も出来ずに目を真っ赤にして出勤、その顔をみて「どうしたの？」
不思議そうに尋ねる同僚に…。
I couldn't get to sleep.
眠れなかったんだ。
会社で任されていた仕事が期日まで間に合いませんでしたと
がっかりした顔で上司に報告します。
I couldn't finish on time.
間に合いませんでした。
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状況：相手に行動を促す

Just try.

とにかくやってみなさい。
Just try.は「とにかくやってみて」「とにかく試してみて」
といった感じの表現で、あまり乗り気でなかったり、
尻込みしている相手に行動を促すと気に使う表現です。
食べたこともないのに、刺身が嫌い「I hate sasimi」という外国人に、
Just try.「とにかく食べてみてよ」のように使います。

初めて作った料理。見た目は悪いけど自信はあるのよ！
Just try it.
まあ食べてみてよ。
こんど国家試験を受けるんだがと自信なさそうにしている彼
を元気づけます。
Just try your best.
とにかくだめもとでやってみなよ。
彼氏にハワイ土産のアロハシャツをあげたが派手だよと言って着ません。
そんなことないから着てみてよ。
Just try it on.
とにかく着てみてよ。
バイクを売りに出すことに。興味を示す友達に試乗をすすめて。
Just try it out.
試乗してみてよ。
初めての海外旅行、言葉も習慣をわからないで心配している彼に
ひとこと。
Just try to have a good time.
とにかくエンジョイすればいいよ。
同僚が彼女と喧嘩。このままでは二人の仲が壊れそう！
そこで同僚にアドバイス。
Just try talking to her.
とにかく彼女と話す努力をしないと。
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状況：了解・無事を伝える

It's okay.
大丈夫です。

It's okay. は「大丈夫です」「それでいいです」といった感じの使われ方です。
例えば、道で人にぶつかられて I'm terribly sorry.「本当にすみませんでした」
It’s okay.「いえ、大丈夫ですから」といった感じです。
この場合のIts okay．は「気にしないで下さい」という感じも含まれています。
また、「まあまあです」という意味でも使います。
Is that an interesting book?
「その本おもしろい？」
It’s okay.「まあまあかな」

デート中「映画見に行かない？」と彼女。その提案に賛成してひとこと。
It's Okay / with me
僕はオッケーだよ。

レストランでウェイターが伝票を持ってきたので、みんなの分もまとめて
支払おうとしました。友人が財布を取り出して、自分の分支払いを
しようとしていたので…。
It's Okay / to pay later.
あとで払ってくれればいいよ。

彼女が仕事で大きな失敗をしてしまいました。
必死に涙をこらえている彼女を思いやってひとこと。
It's Okay to cry.
泣いてもいいんだよ。
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状況：失礼にならないようにかける

Excuse Me.
失礼します。
Excuse me. はさまざまな場面で使える幅広い表現です。
例えば、ミーティング中に携帯が鳴るなどして席をいったんたつときに使えば
「失礼します」という意味になり、
通りを歩いていて人と肩がぶつかってしまったときに使えば「すみません」
「ごめんなさい」と謝るひとことに。
また、人を呼び止めるときの「ちょっといいですか」の意でも使えます。
さらに、Excuse me？と語尾を上げて疑問発音にすれば、「今、何とおっしゃいました？」
と聞き返すひとことにもなります。

会議の最中にお客様が訪ねてきました。
失礼にならないように、ひと声掛けてから離席します。
Excuse me for just a moment.
ちょっと失礼致します。

会食が長引きそうなので、自宅に電話しておくことに。
ひと声掛けてから席を離れます。
Excuse me while I make a call
電話するのでちょっと失礼致します。

取引先へ行くのに道が分からなくなりました。
道を聞こうと通行人を呼び止めました。Sirは男性の敬称、ma'am は女性に対する敬称。
Excuse me sir/ma'am.
ちょっとすみません。
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状況：同情するときのあいづち

I know.

わかります。
I know.は「そうですね」「わかりますよ」
といった感じの同情するときのあいづちとしてよく使われます。
この場合はknow を強めに発音します.
My nose is stuffy and I have a headache.
「鼻がつまって頭が痛い」
I know. I hate that.「わかる、あれ嫌だよね」、といった感じで使います。
逆に I を強めに発音して元気よく言えば、
「そうだわかったぞ！」と何かがひらめいたときにふと口をついて出るひとことになります。
I know...とすると「…は知っています」「…はわかっています」の意味に。
学校でいつもおせっかいな人が、今日もなんだかんだと言っています。
ちょっとうんざりしてひとこと。
I know that.
そんなことわかってるよ。
パーティーで友人が素敵な人いると大騒ぎ。見ると私の知り合いが。
そこで彼女にひとこと。
I know him
彼なら知ってるわ。
友達とデパートの前で待ち合わせの約束。その場所を知っているか尋ねられ
そこなら知っています。
I know the way.
行き方はわかります。
友人がパソコンの接続方法が良く分からないと言うので、
助けてあげることに！
I know how.
やり方知ってるよ。
友人に英語の辞書を貸していないかでひともめ。「本当に返してくれた？」
と疑う友人に、自信を持って断言します。
I know for sure
絶対だよ。
恋人の仲は冷え切っています。そんな彼女から相談があると言って電話が、
きっと別れるつもりだわ。
I know what you're thinking.
あなたの考えていることはわかるわよ。
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状況：相手に物事に同意することば

I Agree.
賛成です。

I agree．は「賛成です」「全くです」「同感です」
といった意味のことばで、相手に同意するときに使われます.
I think we should eat vegitable.（みんな野菜を食べるべきだと思うよ）
I agree.「同感」といった具合に使います。
使い方はI agree with ...．やI agree to ...．
これらは何に賛成なのか具体的に伝えるときの言い方です。

友人が提案した旅行ツアーに賛成して。
I Agree with his suggestion.
彼の提案に賛成よ。

アパートの契約書についてひとこと。
この後、押印して契約します。
I agree with this contract.
この契約書に同意します。

彼のレポートを手伝う代わりに今日の夕飯は彼の奢りです。
I agree to your condition.
君の出した条件をのむよ。
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