
Tell me.は「言って」「話して」「教えて」といった意味で、

相手に話して貰うように促すときのひとことです。

例えば、I know the story.「その物語を知ってるよ」

Tell me.（教えてよ）といった具合に使います。

Tell me…とすると「…を教えて」「…を話して」とより具体的に話して貰うよう頼む表現になります。

5W+1Hとの組み合わせで、さまざまな使い方ができます。

足をひきづって出勤して来た同僚を見て、思わずひとこと・・。

Tell me what happened.
何があったのか教えて。

田舎の友人が事故にあったと聞いて。信じられずに思わずひとこと。

Tell me it isn't true.
本当じゃないって言ってよ。

出張している間に担当していたプロジェクトが突如延期に。同僚に事情を尋ねます。

Tell me what you heard.
聞いたことを話してください。

前回の会議を欠席してしまいました。そこで同僚に会議の内容を詳しく聞いてみます。

Tell me all about it.
詳しく教えてください。

実は来年転職しようと思っています。でも、気持ちが定まりません。

友人に相談して言われたひとこと…。

Tell me what you think.
どう思っているのか話して。

友人の自前のネイルアート。きらきらしていて、とってもかわいい。

私もやりたいな。

Tell me how to do it.
やりかたを教えて。
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状況：相手に話すように促す

Tell me.
言ってよ。



I see．は「なるほど」「そうですか」という感じの言葉です。

あいづちとして用いられることの多い使われ方です。

人の話を聞きながら、ところどころでうなずきながら使います。

see には「見る」という意味の他に「理解する」

という意味もあるので覚えておきましょう。

ここでは「見る」と「理解する」の両方の意味で使われる種類

をいくつか見てみましょう。

ホタルを見ようと田んぼにやって来ました。

さっそくホタルを見つけて、指差しながら…。

I see it.
見えるよ。

友達夫婦がけんかをしていました。その原因を聞かされて

そこでひとこと。

I see now.
なるほど、わかった。

はじめのうちは夫の考えには大反対だったけど、

詳しく聞いているうちに妙に納得…、そんなとき。

I see what you mean.
おっしゃりたいことはわかりました。
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状況：納得したとき

I see.
なるほど。



Thats all．は「それで全部です」「それだけです」といった感じの使われ方で

残りはもうないことを相手に伝えるひとことです。

例えば、引越しの荷物をようやくトラックに積み終えて、

Is there anything else?「まだ荷物は残ってる？」

That's all．「それで全部です」といった具合に使います。

似た表現にThat's it．というのがありますがにちらは「まさにそれだ」

「それが問題だ」とズバリ指摘したり、

「もうこれまでだ」と何かに終止符を打つときのひとこと。

夜道でひったくりに！！

警官に事故が起きたときの状況を一通り説明して、ひとこと・・・。

That's all that happened.
起こったことはそれですべてです。

家族旅行の準備。

必要なものをカバンに詰め込みます。

夫に他に持っていくものを聞かれて・・。

That's all I need.
必要なものはこれだけよ。

食後のデザート。

実家から送ってきたおいしい林檎を切って食卓に。

「まだあるの？」と聞かれて・・。

That's all there is.
それで全部なのよ。
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状況：もう残りがないことを伝える

That's all.
それで全部です。



It's great. は「それは素晴らしい」「最高です」と、感激したり、

喜んでいる気持ちを伝える気持ちのいいひとことです。

例えば、Do you like living in London?「ロンドンでの暮らしはどう？」

と言われてIt's great.「素晴らしいです」といった具合。

Great. と短く言う場合もあります。似た意味の表現に It's terrific．
や、lt's cool !があリます。It's cool !は若者の間でよく使われる言葉で

「かっこいいね」の意味でも使われます。

*Do you like...?　　...は気に入っていますか？、...はどうですか？

妻が妊娠したとの知らせに…。

It's great news.
最高の知らせだよ。

長年憧れていたイギリスへの留学。

語学学校の先生に今の気持ちを聞かれて

最高に楽しんでます！

It's great to be here,
ここに来られて最高です。

10年振りに友達からの電話。

懐かしい声を聞いて思わずひとこと。

It's great to hear from you.
声が聞けて最高にうれしいよ。

＊手紙eメールなどでもよく使う表現
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状況：感激を伝える

It's great.
素晴らしいです。



 I forgot．は「忘れました」「忘れちゃった」といった意味のフレーズです。

Did you turn off the TV?「テレビ消してくれた？」

Opps, I forgot.「おっと、忘れた」といった具合に使います。

使い方としては、I forgot ...とすれば「...を忘れました」の意味になり、

  I forgot to...．とすれば「...するのを忘れました」という意味になります。

携帯電話を部屋に置いてきてしまった。

気がついてひとこと。

I forgot my mobile phone.
携帯電話を忘れちゃった。

うっかりしていて大切な約束を忘れてしまいました。

知り合いに問いただされてひとこと。

I forgot about it.
全く忘れてました。

今日は休日出勤日なのに1人出社しません。

連絡を頼まれた人が慌てて。

I forgot to tell him
彼に言うのを忘れてた。
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状況：忘れたと伝える

I forgot.
忘れました。



I'm tired. は「疲れました」という意味の表現です。

What happened? You look terrible.「どうしたの？ひどい顔してるわよ」

I'm tired.  「疲れちゃって」といった具合に使います。

また、I'm tired of...  とすると「...には飽きた」「...にはうんざりだ」

という意味になります。使われ方をいくつか見てみましょう。

妻に顔色が悪いわよと言われ…。

I'm tired tonight.
今夜は疲れたよ。

彼氏がお金を貸してほしいと頼んできました。

金遣いが荒い彼に、ぼそっとひとこと。

I'm tired of you.
あなたにはうんざりだわ。

彼氏が約束の時間に1時間も遅れてきました。

ムっとしてひとこと。

I'm tired of waiting.
もう待ちくたびれたわ。
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状況：疲れを知らせることば

I'm tired
疲れました。



I want to. は希望を述べることばで、日本語の「そうしたい」にあたります。

Does anyone want to go to the picnic tomorrow?
「明日ピクニックに行きたい人いる？」

I want to.「僕、行きたい」といった具合に使います。

似た意味の表現にI'd love to. というのがありますがこちらは「是非そうしたいです」

の表現で、心からそうしたいと願う気持ちがよく表れた大人っぽい言い方です

バーゲンへ来たけど、すごい人。欲しい物も見つかりません。

さっさと帰ってゆっくりしたい。

そこでひとこと。

I want to / go home
もう帰りたいよ。

彼女と付き合って3年。

付き合って長くなるし、そろそろ結婚したいかな…。

I want to / get married
結婚したい。

息子に聞いてみました。「将来何になりたい？」

「パイロットになりたい！！」

I want to / be a pilot !!
パイロツトになりたい。
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状況：希望をいうとき

I want to
したい。
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