状況：名前を尋ねるとき

Who are you?
誰だ？

Who are you?はちょっと乱暴な言い方で、「お前は誰だ？」「あんたは誰？」
といった感じです。名前を尋ねるなら、
May I have your name?「お名前を伺ってもいいですか？」や
Can I ask your name?「お名前は？」といった言い方が無難でベスト。
また、ノックの音を聞いて「誰ですか？」「どなた？」と言いたいときには、
Who is it?と言うのが普通です。
Who are you...?とすると「あなたは誰と…するの？」「あなたは誰を…してるの？」
といった意味になります。

映画のチケットを2枚もらったとうれしそうに教えてくれた友人。
誰と一緒に行くんだろう？
Who are you/going with?
誰と一緒に行くの？
デート中、彼の携帯に電話が掛かってきました。
とても楽しそうに話しているので、気になって聞いてみることに。
Who are you/talking to?
誰と話してるの？
スーパーでキョロキョロ回りを見渡している女の子がいます。
今にも泣きだしそうで、心配になって声を掛けてみます。
Who are you/looking for?
誰を探しているの？
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状況：返答ができないとき

I wonder.
どうでしょう。

I wonder. は「どうだろう/どうなんでしょうね？」といった言い方になります。
人に分からないことを尋ねられて、返答ができないときなどに
不思議そうに答えるときに使う表現です。
Is he going to come?「彼は来るの？」 I wonder「さあ、どうかな？」.

彼氏が怒っています。心当たりはないし...。
I wonder why.
どうしてだろう。
社長が売上３０％増を目指すように息巻いています。
そんな注文を聞いてぼそっと一言。
I wonder how.
どうすればいいのかな。
近くにある会社が倒産の噂...。びっくりして同僚に耳打ちします。
I wonder if that's true.
それは本当なんだろうか。
* I wonder if...・果たして...だろうか
運転中に突然の渋滞でのろのろ運転、理由もわからず困惑して一言。
I wonder what's going on.
どうなっているのかな。
オートバイで出掛けましたが、道が複雑でなかなか目的地にたどりつきません。
地図を見ながら首をかしげ一言。
I wonder how I'm going to get there.
そこにはどうやって行くのかな。
友達が付けてる高級そうな腕時計。きっとすごく高いに違いないと。
別の友達にこっそり耳打ち...。
I wonder how much it costs.
いくらくらいするのかな。
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状況：希望を語る

I wish

そうならいいけど。

I wish. は日本語の「そうならよかったのに」「そうならいいな」
といった感じで、達成できなかったことを振りかえったり残念そうに
語ったり、望みがうすい希望を語るときに使います。
Did you pass the test?「テスト合格した？」
I wish 「ならよかったんだけど」のように使います。
I wish...とすると「…ならいいな」と具体的に希望を語る時に使われます。
I wish you... は、相手を励ましたり、お祝いのことばをかけるときに使います。

今度の休みにデズニーランドに行く予定が行けなくなってしまいました。
「どうしても無理なの？] と聞かれて残念そうにひとこと・・。
I wish I could.
行けたらいいんだけど。
無理して買った指輪を見て、彼女「お金持ちなのね」と勘違い
しています。それを聞いてひとこと。
I wish that were true.
本当にそうならいいんだけど。
新年、近くの神社にお参り。さい銭を投げて願い事を言います。
I wish for a new car.
新しい車が欲しいです。
友達の誕生日、楽しい誕生日でありますように！
I wish you a happy birthday.
お誕生日おめでとう。
今日は幼稚園の運動会、子供に元気づけの言葉をかけてあげましょう。
I wish you good luck!
頑張ってね！
友人が新しいバイクを買いました！うらやましくて、思わず一言。
I wish I were you.
うらやましいな。
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状況：様子のおかしい相手を気遣う

What's wrong?
どうしたの？

what's wrong?は「どうしたの？」「どうかしたの？」
といった意味で、様子のおかしい相手にかけるひとことです。
What's wrong? You look tired.「どうしたの？疲れてそうだね」といった具合に使います。
使い方としては、What's wrong with...?という言い回しが多くなります。

ひどい腹痛で病院へ。
お医者さんにどこが悪いのか聞いてみます。
What's wrong with me?
私のどこが悪いのでしょうか？
いつもなら考えられないケアレスミスを連発する同僚に、
ムッとしてひとこと。
What's wrong with you?
あなた、なにかあったの？
充電しても電源がはいらない携帯電話。
途方に暮れてひとこと。
What's wrong with my mobile phone?
僕の携帯電話、どこが悪いんだろう？
自分が提案した旅行スケジュールに友人が難くせをつけてくる。
自分の案を否定されてムッとしてひとこと。
What's wrong with it?
それの何が悪いんだよ？
いつもはバイクで迎えに来る彼氏が、今日は車に乗ってやって来た。
バイクはどうしちゃったんだろう？
What's wrong with your motorcycle?
バイクはどうしちゃったの？
将棋を指していると、彼女がおやじっぽいといって馬鹿にする。
人の趣味なんだからほっといてくれ！
What's wrong with playing shougi?
将棋を指して何が悪いのさ？
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状況：相手に許可を求めることば

Do you mind?
いいですか？
Do you mind？は「いいですか？」と相手に許可を求めるときのひとことです。
また、「ちょっとやめてくれる？」の意味にもなりこちらは相手のわず
らわしい行動にイライラした場合などに使われます。
Do you mind...？は直訳すると
「...したら嫌ですか？」となるため、このように尋ねられた場合、
嫌でなければNo, I don't.（いいえ、嫌じゃありませんよ）と答え、
嫌ならばYes, I do.（はい、嫌です）
と答えなければならないので注意しましょう。

明日までに提出の見積もり書作成にてこずっています。
そこで、同僚に手伝ってもらう為にひとこと。
1. Do you mind helping me?
手伝ってくれない？

誰も使っていないのにコンピューターがついています。
意味もなくつけておくのは良くないので消すことに…。
2. Do you mind if I turn off the computer?
コンピューターを消していいかな？

両手に買い物袋を持っていてドアが開けられません。
友人にドアを開けてもらいます。
3 . Do you mind opening the door?
悪いんだけどドアを開けてくれないかな？
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状況：後悔する。

I should have.
そうすればよかった。

I should have.は「そうすればよかった」「そうしておくべきだった」
といった使い方で、そうしなかったことを後悔していると伝える言葉です。
You should have studied harder.「君はもっと勉強しておくべきだったね」
I should have. 「そうすればよかった」
I should have +「過去分詞」：「そうすればよかった」
↓
I shouldn't have 十「過去分詞」で「…するべきじゃなかった」
と後悔して話す表現になります。

昨夜ホテルでパーティー。自分が帰った後で盛り上がったことを聞いて、残念そうに言います。
I should have stayed.
残っていればよかったな。
外国人から道を聞かれて何も発言できなかったことを後悔して。
I should have said something.
何かひとこと言えばよかった。
嘘がばれて、彼氏と別れることなってしまった。
嘘なんてつくんじゃなかった…。
I should have told the truth.
本当のことを言えばよかった。
デパートで買い物、ついつい買いすぎてしまいました。
無駄遣いをしたことに後悔。
I shouldn't have done that.
あんなことするんじゃなかった。
彼女に恋人はいないといったが、他にいることがばれた。
嘘をついたことを後悔してひとこと。
I shoudn't have lied.
嘘なんてつくんじゃなかった。
最近景気が悪いので新しい仕事が見つかりません。
前の仕事を辞めたことを後悔してひとこと。
I shouldn't have quit my job.
仕事を辞めるんじゃなかったよ。
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状況：やり方を尋ねることば

How can I?
どうやって？

How can I?は「どうやって？」「どうやってやればいいの？」
という意味で、とてもできそうもないようなことを頼まれたときなどに、
思わず口をついて出るひとことです。
「無理だよ」「できっこない」というような意味合いも含んでいます。
I want you to finish this report by today．このレポートを今日中に終わらせてもらいたい。
How can I?「そんなの無理です」といった風に使います。

りんご狩りに連れて行ってもらいました。
初めてなのでどうすればいいのか聞いてみます。
How can I get them?
どうやって捕まえればいいの？

幼馴染と街で待ち合わせ。
でも待ち合わせの場所が分かりにくい。
どうやって行くのか聞きました。
How can I get there?
どうやって行ったらいいの？

先輩の助力で大きな仕事の契約が取れました。
その先輩に心から感謝してひとこと。
How can I ever thank you.
なんとお礼したら良いか。
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