船旅で役立つひとこと英会話

『極上のクルーズ手帖』より抜粋

日本人乗客が船内でよく出くわす場面で役立つ英語の表現をまとめてみました。
さまざまな表現方法はありますが、なるべくシンプルな言い回しにしております。
■ チェックインカウンターで
□ ふたりとも（同じ/別の）クレジットカードで支払いたい。
We want to pay with（same / different）credit card.
□ バゲージタグを忘れてしまった。バゲージタグをもらえます
か？
I forgot my baggage tag. Can I have a baggage tag？
■ 客室で
□ ベッドを（ツインに/ダブルに）してください。
Can we have（two singles / one double）please？
□ 部屋の掃除をしてください。
Please clean our room.
□ 氷を補充してください。
Some more ice, please.
□ 毛布を補充してください。
Can we have another blanket, please？
□ 部屋が（寒すぎます/暑すぎます）。
My room is too（cold / hot）.

□ 支払いを現金（円/米ドル）で行ないたい。
I want to settle my account with cash （Japanese yen / US
dollar）.
□ 精算書が間違っています。
I found a mistake in my statement.
■ レストランにて
□ ２名で海側の席をお願いします。
A table for two, by the window, please.
□ 相席を希望します。
We would like a sharing table.
□ 白のグラスワインをふたつお願いします。
Two glasses of white wine, please.
□ どの料理がおすすめですか？
Which one do you recommend？
□ 減塩にしてもらえますか？
Can you make it low-sodium？
□ ステーキは（レア/ミディアム/ウェルダン）で焼いてください。
I want my steak（rare / medium / well done）, please.

□ 洗濯はいつ仕上がりますか。
When will my laundry be ready？

■ バーにて

□ 部屋のカギが開きません。
My key card doesn't work.

□ 「本日のカクテル」をお願いします。
A cocktail of the day, please.

□ タバコはどこで吸えますか？
Where can I smoke？

□ おかわりをお願いします。
Another one, please.

□ トイレの水が流れません。
The water of the toilet will not flush.

□ 「ムーンリバー」を弾いてくれますか？
Can you play “Moon river”？

■ 下船、エクスカーションで

■ イベント・ショーにて

□ 何時に船に戻らなくてはいけませんか？
What time do we have to come back to the ship？

□ この（イベント/ゲーム）に参加したい。
I want to join this （event / game）.

□ 最終のテンダーボートは何時ですか？
What time is the last tender boat？

□ ビンゴカードが２枚ほしい。
I want two sheets, please.

□ 再集合は（何時/どこ）ですか？
（What time / Where）do we meet again？

□ この席は空いていますか？
Is this seat taken？

□ トイレはどこにありますか？
Where is a toilet？

□ 次のショーは何時に始まりますか？
What time is the next show starting？

□ パスポートは必要ですか？
Do I need to carry my passport with me？

□ （写真/ビデオ）を撮ってもいいですか？
May I take （pictures / a video）？

■ レセプションで

■ 船内ショップで

□ 両替をしてください。
Can I have some change, please？

□試着してもいいですか？
May I try this?

□ 請求書をください。
Can I have a statement, please？

□ 買い物の際の税額は何％ですか？
How much is the tax percentage of this cruise for shopping?

□ クレジットカードで支払いたい。
I want to pay by a credit card.

□税金還付の書類はもらえますか？
Can I receive a paper for tax refund?
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“Thank you！”よりも効果的な船内で役立つ世界のあいさつ
出身国
アジア圏

ありがとう

おはようございます

スタッフの名札

フィリピン

セラマッ

マガンダン・ウマガ

インドネシア（バリ）

テリマカシ

セラマッ・パギ

チベット

コー（プ）クン・クラップ
コプーン・カッ
トゥジェチェ

サワディー・クラップ
サワディー・カ
タシデレ

ネパール

ダンニャバード

ナマステ

ルーマニア

モルツォメースク

ブーナ ディミニャーツァ

マケドニア

ブラゴダラム

ドブロ・ウトロ

ブルガリア

ブラゴダリャ

ドヴロ・ウートロ

各スタッフの胸に付けられ
た名札には、①名前 ②配
属の２つが記載されていま
す。毎日、顔を合わせる客
室担当スタッフには、彼ら
の出身国を尋ねてみてくだ
さい。そして、お国の言葉
でのコミュニケーションに
挑戦してみてください。こ
れも船旅の楽しみのひとつ
です。

チェコ

ジェクイ

ドブリー・イトロ

クロアチア

フヴアラヴァム

ドヴロ・ユトロ

リトアニア

アーチェ

ラーバス・リータス

ポーランド

ジェンクイェン

ジェン・ドーブリィ

ハンガリー

クッスヌム

ヨー・レッゲルト

イタリア

グラツィエ

ボンジョルノ

スペイン

グラシァス

ブエナスディアス

フランス

メルシー

ボンジュール

ギリシャ

エフハリスト

カリメラ

トルコ

テシェキュルエデリム

ギュナイドゥン

ポルトガル

オブリガード

ボンジア

ドイツ

ダンケシェーン

グーテンモルゲン

タイ（男性／女性）

ヨーロッパ圏

船内エピソード 「20秒の社交術」
エレベーターのドアが開き、 ひとりの欧米人女性が乗り込んで
きた。私を一目見るなり、にっこり微笑んで言った。
「アイ・ライク・ヨア・ジャケ ット！（あなたのジャケット、好
きよ！）」と。
「サンキュー！」と反射的に答える私。 彼女と入れ替わりに別の
男性が乗り込んでくる。同様に一瞥をくれた後、「ナイス・ジャ
ケット（いいジャケットだね）」とひとこと。またしても「サン
キュー！」と私は答える。
エレベーターでの出会いが船内では頻繁に訪れる。ほんの数十
秒の間に乗客たちは会話を交わす。そのやりとりが船旅ではなん
とも楽しい。 初日で多いのは「どこに何があるかわからなくてず
っと上がったり下りたりしてるわ」とか「このエレベーターはレ
ストランにいくの？」とか「スパは何階かしら？」「妻とはぐれ
てしまったんだ」といったものが多い。
2、3日もすると、内容もより具体的になり、食べたばかりのレ
ストランのメニューや見たばかりのショーの中身にまでおよぶ 。
「 今夜のローストビーフ食べた？ とにかく最高だったわ！」と
か「あんなに素晴らしいピアノは聴いたことがないわ。あなたも
見るべきだったわ」とか。女性口調になっているのは、男性より
も女性のほうが積極的に話しかけてくるからだ。
パーティー前だと冒頭のように互いの服装のセンスを讃え合
う。それはもう恥ずかしいくらいにほめ讃え合う。いきなり「コ
ンバンハ」と日本語で声をかけてくる人もいる。「日本語が話せ
るの？」聞くと「ヨコスカベ ースに3年住んでいたんだよ」と懐

かしげに答えてくれる。その横で「彼はまだ日本語を覚えてるけ
ど、私はすっかり忘れちゃったわ」と茶目っ気たっぷりに答える
奥さん。そんなやりとりが数十秒以内に行なわれ、完結し、それ
ぞれの目的地に向かって別れていく。
そんな中、ある欧米人男性にこんなことを聞かれたことがあ
る。
「日本人は私が嫌いなのかな？」 理由をたずねると「日本人はい
つも私に背を向けるんだ」と言う。たしかにエレベーターの中で
日本人はなるべく互いの視線が絡み合わないようあらぬ方向を見
たりする傾向がある。
「ごめんなさい。私たちは恥ずかしがり屋なんですよ」
そんな日本人の特異なメンタリティーが彼に理解されるとも思
えないが、事実なのだからしかたない。それ以来、私は船内にい
るときだけはなるべくこちらから先に声をかけるようになった。
「アナザー・ナイス・デイ！（今日もいい天気
ですね）」とか「アー・ユー・ハビング・ファ
ン？（船旅を楽しんでますか？）」とか、どん
なときにでも使えるひとことをいくつか用意し
ている。
もちろんパーティー前には「ビューティフ
ル・ドレス！（きれいなドレスですね）」と半
分お世辞を込めて言うこともある。それが互い
の船旅気分を高めるなら安いものだ。
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『極上のクルーズ手帖（喜多川リュウ著）』より抜粋

