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よく使う表現

●予約

1.◯月×日に予約をしたいのですが。 5人です。名前は〜です

I'd like to book/make a reservation on ◯ ×. We are five. My name is 〜.
（あいどらいくとぅーぶっく /めいくありざべーしょんおん◯ ×。うぃあふぁいゔ。まいねーむいず〜

）

2.Cカードの種類を教えてください。 ―レスキューダイバーが 2人、残りはアドバンスです。

Which kind of certification cards do you have?―Two Rescue, the others Advanced.
（うぃっちかいんどおぶさーてぃふぃけーしょんかーずどぅゆーはぶ？とぅーれすきゅー、じあ

ざーずあどばんすとぅ）

3.レンタルには何が含まれますか？ ―ウエットスーツ、マスク、フィン、ブーツ、 BC、レギュレー

ターです。

What's included in rental set ?―Wetsuit, mask, fins, boots, BC, regulator are included.
（わっついんくるーでぃっどいんれんたるせっと？うえっとすーつ、ますく、ふぃんず、ぶーつ、

びーしー、れぎゅれーたーあーいんくるーでぃっど）

4.レンタル料金はいくらですか？ ―1日100ドルです。

How much is the rental fee?―100 dollars a day.
（はうまっちいずざれんたるふぃー？わんはどれっだらーずあでい）

●あいさつ

5.予約した◯◯です。よろしくお願いします。

I have a reservation under ◯◯. Nice to meet you.
（いはゔありざべーしょんあんだー◯◯。ないすとぅみーとぅ）

●魚やポイントをリクエスト

6.◯◯が見たいです。

I want to see ◯◯.
（あいわなしー◯◯）

7.◯◯に行きたいです。

I want to go to ◯◯.
（あいあわなごーた◯◯）

●ブリーフィング

8.どれくらいまで潜りますか？ ―深くても20mです。

How deep will we go?―Maximum depth is 20m.
（ほうでぃーぷうぃるうぃごぅ？まくしますでぷすぃずとぅえんてぃめーたー）

9.ダイブタイムはどれくらいですか？ ―45分ほどです。

How long will we dive?―About 45 minutes.
（ほうろんぐうぃるうぃだいゔ？あばうとふぉーてぃーふぁいゔみにっつ）
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10.◯◯はどうですか？

How is the ◯◯ ?
（はういずざ◯◯）

11.どこで集合しますか？ ―水面で集合しましょう。

Where will we gather?―At the surface.
（うぇあうぃるうぃぎゃざぁ？あっざさーふぇいす）

12.ロストしたときはどうしたらいいですか？ ―1分探して、浮上してください。

What should I do when I get lost?―Search for one minute, then ascend.
（わっとしゅっだいどぅうぇんないげっろすと？さーちふぉわんみにっつ、ぜんなせんど）

13.◯◯には触らないでください。

Don't touch ◯◯.
（どんたっち◯◯）

14.◯◯に注意してください。

Be careful of ◯◯./Watch out for ◯◯.
（びぃけあふぅおぶ◯◯ /うぉっちゃうとふぉ◯◯）

●不安や心配事を伝える

15.◯◯が心配です。

I'm worried about ◯◯.
（あいむうぉーりぃだばうと◯◯）

16.体調が悪いです。◯◯がします。

I feel sick. I have a ◯◯/ I feel ◯◯.

（あいふぃーるすぃっく。あいはゔぁ◯◯ /あいふぃーる◯◯）

17.◯◯を手伝ってもらえますか？ ―いいですよ。

Can you help me with ◯◯?―Yes, I can.
（きゃんにゅへぉぷみぃうぃず◯◯？いぇすあいくん）

18.◯◯が壊れています。

◯◯ is broken.
（◯◯いずぶろーくん）

19.残圧が少ないです。

The tank/cylinder is not full.
（ざたんく /しりんだーいずのっとふる）

20.BCが大きすぎるので小さいサイズと交換してください。

This BC is too big. Please exchange for a smaller size.
（ずぃすびーしーいずとぅーびっぐ。ぷりーずえくすちぇんじふぉあすもーらーさいず）
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●感想を伝える

21.楽しかったです。

I had a great time.
（あいはだぐれぃたいむ）

22.また潜りに来たいです。

I want to come back again for diving.
（あいわなかむばっかげんふぉーだいゔぃんぐ）

●ログ付けのときに使う表現

23.今日見た魚の名前を教えてください。

Please tell me the name of the fishes we saw today.
（ぷりーずてるみざねいむおぶざふぃっしーずうぃそうとぅでい）

24.ログブックにサインしてもらえますか？ ―もちろん！

Will you sign my logbook?―Sure!
（うぃるゆーさいんまいろぐぶっく？しゅあ！）

●陸でのコミュニケーション

25.今までどこで潜りましたか？ ―国内だけです。海外はこれが初めてです。

Where have you dived so far ?―Only in my country. This is my first trip abroad.
（うぇあはゔゅだいぶどぅそうふぁー？おうんりいんまりかんとり。でぃすぃずまいふぁーすととぅ

りっぷあぶろうど）

26.どこが一番よかったですか？ ―小笠原かな。イルカと一緒に泳いだよ！

Which location was the best for you ?―Ogasawara islands, maybe. Dived with dolphins!
（うぃっちろけいしょんわずざべすとぉふぉゆー？おがさわらあいらんずめいび。だいぶどうぃ

ずどるふぃんず）

27.もう少しゆっくり話してもらえますか？

Could you speak more slowly?
（くっぢゅーすぴーくもあすろうり？ )

28.フェイスブックやってますか？

Do you have Facebook?/Are you on Facebook?
（どぅゆはゔふぇいすぶっく？ /あーゆぅおんふぇいすぶっく？）

29.おすすめのレストランは？

Do you have any recommendations for restaurants?
（どぅゆはゔぇにりこめんでぃしょんふぉぅれすとらんつ）

30.一緒にランチに行きませんか？

Would you like to have lunch together?
（うっじゅぅらいくとぅはゔらんちとぅげざ？）
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用語集 　生き物の名前

マンタ　Matna ray（まんたれい）

ジンベエザメ　Whale shark（ほえーるしゃーく）

ニタリ　Theresher shark（すれっしゃーしゃーく）

ギンガメアジ　Bigeye trevally（びっぐあいどれゔぁりー）

バラクーダ　Barracuda（ばらくーだ）

ロウニンアジ　Giant trevally（じゃいあんととれゔぁりー）

アシカ　Sea lion（しーらいおん）

カジキ　Marlin（まーりん）

マッコウクジラ　Sperm whale（すぱーむほえーる）

ザトウクジラ　Humpback whale（はんぷばっくほえーる）

クマノミ　Anemone fish（あねもねふぃっしゅ）

ウミウシ　Sea slug（しーすらっぐ）

ハゼ　Goby（ごびー）

ハナダイ　Anthias（あんてぃあす）

エビ　Shrimp（しゅりんぷ）

用語集 　ブリーフィングで聞いておきたい情報

流れ　current（かれんと）

地形　geography（じおぐらふぃ）

透明度　visibility（ゔぃじびびりてぃ）

水温　water temperature（うゎらぁてんぱれいちゃ）

見られる生き物　organisms または fishes（おーがにずむず、ふぃっしーず）

用語集 　ダイビング器材

ウエットスーツ　wetsuit
マスク　mask
シュノーケル　snorkel（すのーこぅ）

フィン　片方だと fin、両方だと fins
レギュレーター　 regulator
オクトパス　octopus
残圧計　pressure gauge（ぷれっしゃーげーじ）

水深計　depth gauge（でぷすげーじ）

ダイコン　dive computer
ウエイト　weight
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用語集 　体調不良

I have 〜
頭痛　a headache（へっでいく）

腹痛　a stomachache（すとまけぃく）

切り傷　a cut（かっと）

打撲　a bruise（ぶるーず）

鼻血　a nosebleed（のぅずぶりーど）

足がつった　a leg cramp（れっぐくらんぷ）

I feel 〜
めまいがする　dizzy（でぃずぃ）

寒い　cold（こぅるどぅ）

吐き気がする　nauseous（のーしゃす）

おまけ　日本と違う単位の変換

メートル m → フィート ft
1ft＝30.48cmなので、1m＝約3ftです。

フィートを3分の1すればだいたいOK！

圧力 bar → psi
1bar＝14.5038psi
キリのいい数字を覚えておきましょう！

キログラム  kg → ポンド lb
1kg＝2.20462lbなので、1lb＝約450gです。

だいたい2で割ればキログラムに直すことができます！

摂氏℃ → 華氏ºF
0℃＝32ºF、100℃＝212ºFです。

℃＝(ºF－30)÷2 でだいたいの摂氏温度が出せます。
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メートル 5m 10m 18m 20m 30m

フィート 約16ft 約33ft 約59ft 約66ft 約98ft

psi 3000 1500 1000 500

気圧bar 約200bar 約100bar 約70bar  約35bar

摂氏 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃

華氏 50ºF 59ºF 68ºF 77ºF 86ºF


