
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは自分の会話フレーズを  

どうやって覚えましたか？  

  

「それは日記を書いて、  

Toki が添削したフレーズを覚えたよ。」  

  

  

では、質問を変えます。  

  

  

  

  

ドイツ語が話せる 

会話文を作る手順とは？ 



その会話フレーズは 

文字から覚えましたか？ 

 

  

はいと答えたあなたは、  

大至急その覚え方をやめてください！  

  

あなたがこの先、  

会話フレーズを文字から覚えると、  

ドイツ語会話の際、  

  

 

  



字幕が見える状態でないと 

話せなくなります。 

 

「目の真に文字が見えないと 

話せないじゃん！」と  

思ったあなた、 大正解です。  

  

  

文字からフレーズを覚えようとすると、  

視界に字幕がないと絶対に話せない体へと  

変わっていくのです。  

  

「絶対に無理じゃん！！」  



 

そうです。現代では、  

会話している時に、  

  

自分の伝えたいフレーズを  

映画の字幕のように視界に出すことは  

世間一般的ではないし、  

  

  

めんどくさい 

 

  



これでは、会話をする際、  

毎回自分の伝えたいフレーズを忘れ、  

話し相手のドイツ人に、  

  

「ちょっと待ってね。」と  

フレーズをスマホでポンポンと打って  

思い出し、話すとなると、  

  

どうでもいい時間を 

あなたの手で作ってしまう 

 

  

そして、相手のドイツ人に  



「分からないなら、私に聞いてよ！」  

と相手との信頼度も下がってしまい、  

  

  

週 3 日オンラインで話していたのが、  

週 1 に、そして週 2 へと、  

自然と距離を置かれることに  

なってしまいました。  

  

それは 2 年前、  

僕が実際に体験したことです。  

  

  

今では、週 3 日で  

趣味のアニメを話せるいい友人になりましたが。  

  

  

一時期は返信が 1 週間後に来るほど  



  

状況は最悪でした。 

 

その時の僕は文字から  

会話フレーズを覚えていたので、  

せっかく会話の前に準備していた フレーズも、  

  

 

口を開けた瞬間、「あー、えーと」と  

瞬時に出てきませんでした。  

  

  



しかし、今回のフレーズの  

暗記ルートを意識することで、  

  

会話の際、  

瞬時にフレーズが出てくるようになり、  

「フレーズが出てこない」という問題は、  

 

 

抹消されます。 

 
  

今まで文字でフレーズを  

覚えてしまっていたあなた、  

気に病まないでください。  



実は、あなたが受けてきた  

学校の授業に影響されていたからなのです。  

  

  

必ず、中高の英語の授業では、  

まず、教科書で文字を見た後に、  

 

CD のラジオや先生の発音に合わせて  

英語を話していました。  

  

そこから 

文字から覚えるということを 

植え付けられていたのです。 

 



 

それは習慣化になってしまい、  

自然と文字から覚えるという  

  

間違ったルートを  

たどるしかなかったのです。  

  

  

では、どうやって覚えていけばいいのか、  

それは、  

  

耳を慣らすことです。 

  



突然ですが、  

あなたはどうやって  

日本語を話せるようになりましたか？  

  

  

「それは昔から、  

話しているからに決まっているだろ。」と  

答えるでしょう。  

  

そこを深く考えることで、  

ドイツ語会話の上達法が見えていきます。  

  

注目してほしいキーワードは  

「昔から」で  

  

  

 

 



あなたは昔(赤ちゃんの時) 

どうやって日本語を覚えましたか？ 

 

文字が読めず、  

世界の人たちが難しい！と現在も悩んでいる  

日本語をどうやって覚えましたか？  

  

日本語でも難しいのに、  

関西出身の方たちなどは、  

どうやって関西弁を覚えたのですか？  

  

  



全部聞いて 

覚えましたよね？ 

 

赤ちゃんは  

お母さんの口から出る  

 

日本語やその発音のリズムなどを、  

赤ちゃんたちは、 分からなくても  

 

 

 

 

 



とにかく聞く！ 

 
  

あなたも昔の  

リスニングだけに集中していた  

赤ちゃんのころに戻って  

  

  

耳を慣らすことで、  

あなたのオリジナルフレーズを  

瞬時に引き出せるようになります。  

  

そのためには、  

まず日記を書き、ドイツ語会話フレーズを  



この後説明する  

発音トレーニング法で  

  

文字を見ず、 

聞いては話してみる 

 

このことを意識してください。  

  

  

自分が何を言っているのかを  

理解していれば問題ないです。  

  

①日本語を見て  

自分の会話内容を確認する。  



  

②耳を慣らすことで  

会話内容をドイツ語で確認する。  

  

  

文字とはお別れ！ 

とにかく聞きまくる！ 

 

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 

あなたは 

「会話で口が固まる」という経験を 

一度ならず何回も経験しているでしょう。 

 

僕もこれまでのドイツ語会話で 

何百回も経験しました。 

 

 

それっぽい単語を並べてドイツ人に話しても、 

 

「なんて？」 

「理解できない」 

相手の質問やコメントに 

口が固まる 

口がパカパカ開いて話せる 

メソッド 



 

たとえ日本人だからと言って 

ドイツ人に容赦なく言われます。 

 

そして頭の中で 

伝えたいフレーズを探していくのですが 

 

最終的には、 

「Ja,Ja…」と言って黙ってしまうんですよね。 

 

 

でもそれは 

仕方のないことです。 

 



先ほども言ったように、あなたはそのように話すように 

昔から学校で教えてもらってきたから。 

 

必要なのは、 

いらないフレーズより 

相手の会話に対応できるフレーズ 

 

まずはあなたが会話で躓いた時 

どういうフレーズが欲しかったかを 

知る必要があります。 

 

そしてそれを見つけるためには 



オンライン会話などで 

実際にドイツ人と話すこと。 

 

とにかくまずは 

話さないと自分がどういう話し方なのか 

どういうフレーズばかり言うのか 

 

逆にこのフレーズを言えたらいい 

と認識するためにも 

話すことは大切です。 

 

 

 



 

 

 

 

 

今回教える発音トレーニングは、  

Ja や Nein のような簡単な発音や  

  

ドイツ語学習者たちが  

苦戦し続けている、 ウムラウトの発音でさえも  

  

流暢に発音することができます。  

つまり．．．  

  

ドイツ語会話初心者から 

上級者でも対応できる 

発音トレーニングということです。 

 

ドイツ人驚愕 

発音が進化する方法 



 
あなたが  

今回の発音トレーニングを身につけることで、  

 

自分の頭から引き出してきた  

会話フレーズをスラスラと  

相手に伝えることができます。  

  

  

聞く相手も、「なるほどね！」と  

あなたの会話フレーズをすぐに理解し、  

  

  



途中でブレーキをかけずに、 

会話のキャッチボールを 

 続けられるようになります。 

 

毎回、Google の翻訳機の  

ボイス機能に頼ることはなくなります。  

  

一方、今回の  

発音トレーニングを身につけないと、  

   

 

せっかく組み立て力は鍛えられて、  

頭からフレーズを 引っ張ってきたのに、  

  



発音がグチャグチャで、  

どんな発音だったかと一瞬考えるだけで、  

リズムもグダグダになり、  

  

  

相手のドイツ人は、  

 

「ん？なんて？」 

 

と聞かれ、 「少し待って」と  

Google の翻訳の  

ボイス機能から発音を探ろうとします。  

  



ハッキリ言って時間の無駄です。  

  

  

相手のドイツ人は  

発音を聞いている時間をただ呆然と  

待つことしかできない。  

  

自分も相手もどうすることもできない  

沈黙の時間に嫌気がさしてきます。  

  

 

実際に 2 年前の僕はそうでした。 

 



僕の地元と  

ドイツのある町の友好イベントという事で、  

  

毎年、どちらかが相手の国に  

2 週間滞在するイベントをやっていて、  

  

  

その年は、ドイツ人の人たちが  

僕の地元を訪れていました。  

  

  

そこで知り合ったアニメ好きの  

ドイツ人の男性と仲良くなろうと  

  

  

自分が鍛えてきた  

フレーズの組み立て力で  

  



相手の好きなアニメについて  

自分もそのアニメについて話しました。  

  

  

「よっしゃ！言いたい事言えたぞ！」と  

  

内心ニヤニヤしていた時、  

彼の言葉から、  

  

「え？もう一回言って」 

 

  

と言われました。  

「え？どこか間違えた？」と思い、  



Google 翻訳で自分が言ったフレーズを  

ペーストして、彼に聞かせると、  

  

「OK」と言われました。  

  

  

相手が言葉として  

伝えていなかったけれど、  

僕には、  

  

発音下手くそだな！ 

 
と言われているのと同じように  

感じました。  



どんなに会話フレーズを  

引き出せるようになったとしても、  

相手が聞こえなかったら、全く意味ないです。  

  

 

焼石に水です。 

 

今回はそんな発音で悩んでいるあなたに  

僕がいまだに使っている  

  

発音トレーニング方法を教えます。  

  

では、何をすればいいのか。  

それは、  



シャドーイングです。 

 

日記を書くことで、出てきた  

あなたのオリジナルフレーズを  

  

ネイティブの発音で聞いて、  

自分もその発音に合わして練習します。  

  

「でも、Google の翻訳の発音機能だと、  

早すぎて聞き取れない。」  

「Google 翻訳だと、  

本当に発音合っているのかが不安。」  

  

  



そのような悩みがあり、  

今まで発音するトレーニングが  

できなかったのではないですか？  

  

そんなあなたに  

どうすれば発音トレーニングである  

シャドーイングをすることができるか教えます。  

  

  

まず使うのは、  

あなたが毎日欠かさず触っている  

 

そう、スマホです。 

 



スマホだけで  

あなたの発音はネイティブように  

近づけさせることができます。  

  

 

それを行う上で必要な動作があります。  

３つのステージに分けて説明しますね。  

  

・ステージ①～フレーズの読み上げ～  

まず、スマホの「設定」という アプリを開き、  

  

 

その中から、「アクセシビリティ」という  

ものを開きます。  



   

開いたアクセシビリティの中に  

「読み上げコンテンツ」というものがあるので、  

それを開きます。  

  



最後に、「選択項目の読み上げ」を  

ON にすればステージ①はクリアです。  

  

  

・ステージ②～言語の変更～  

  

ステージ①と同じくまず「設定」の  

アプリを開き、  

  

今度は「一般」というものを  

開きます。  



  

次に一般のところを開いたら、  

「言語と地域」があるので、  

そこを開きます。  

  



開いた「言語と地域」の中に、  

iPhone の使用言語をタップし、  

   

タップするといろんな言語出てきますが、  

「Deutsch ドイツ語」と書かれたものがあるので、  

 

最後にその言語をタップすれば、  

ステージ②はクリアです。  

 

 

 

確認として、  



あなたの今まで書いてきた  

日記の会話フレーズでもいいので、  

下の図のようにフレーズを選択します。  

  

選択したら、一番右側に  

「動画の再生ボタン」のようなボタンが  

あるので、タップし、  

  

２つの単語が現れて、  

その左側にある「Sprechen」（読み上げ）という  

ボタンがあるので、  

  



そこをタップすると、  

ドイツ語であなたのオリジナルフレーズを  

発音してくれます。  

  

 

「早すぎて聞き取れない、  

これじゃ Google と変わらない」と思ったあなたは  

 

ステージ③で  

赤ちゃんでも聞き取れる方法を教えますね。  

  

  

・ステージ③～発音のスピード調整～  

  

まず、ステージ①までのルートと  

同じように、  

  

「設定のアプリを開く」  



「アクセシビリティを開く」  

「読み上げコンテンツを開く」  

  

ここまでの動作はステージ①と同じで、  

最後の動作を教えます。  

 

読み上げコンテンツを開いた後、  

下にスクロールしたとき、  

  

左に亀が右に兎の絵が描かれた  

「読み上げ速度」というものがあります。  



  

亀と兎と一緒に並んでいる  

丸いボタンで、  

  

 

亀の方に近づけてボタンを左に  

動かすと、先ほどフレーズを読み上げる 

スピードが遅くなります。 

  



これで、どんなに  

リスニングが今までダメだったとしても、  

   

自分のペースに合わせて、 

発音を鍛えることができます。 

 

今日から、発音トレーニングは  

スマホのステージ①～③を行った後、  

  

  

習慣化している会話フレーズで  

あなたのヒアリングに合わせて  

あなたの発音をより強くしていきましょう！ 



 

 

 

 

 

 

学校の教科書のように  

文字ばかり書いていたり、  

文法や単語がズラーっと書かれた本は、  

  

今すぐ捨ててください。 

 

  

  

教科書を触った時点で 

敗北者 

会話専用のシャドーイング 



正直、それが原因で、  

あなたのドイツ語会話力を落としているのです。  

  

  

僕が大学 2 年の時に  

ドイツ語の講義で使っていた教科書だと、  

  

会話風景に  

会社員 2 人が有給をとって  

  

夏休みをどのように過ごすかという  

会話文でした。  

  

いつ使えるの？！ 

 



自分は学生だし、  

ドイツに就職するかしないと、使い道がない。  

 

このように、教科書では、  

あなたがすぐに使えそうなフレーズを置いておらず、  

  

使い道がほとんどやってこないものが  

多く載っています。  

  

それにより、 

興味を失い 

全くやる気が出なくなるのは当然です。 

 



ドイツ語会話が上達する秘訣は、  

  

毎日、楽しくドイツ語会話を 

学んでいるかどうかなのです。 

 

誰が教科書を何時間も  

にらめっこをして、楽しいと思いますか？  

  

ドイツ語会話勉強をする初心者にとっては、  

眠くなるだけです。  

  

試験勉強ばかりして楽しいと思いますか？  



僕は 2 年前に独検を  

行いましたが、  

  

正直、難しい文が読めるようになっただけで、  

話せるようになったとはおもいませんでした。  

  

 

何より退屈で 

楽しくないと思いました。 

 

そこで、僕がずっと  

使っている教科書を紹介します。  

それは・・・ 



漫画です。 

 
漫画と言っても、  

ドイツ語版の漫画です。  

  

漫画はリアルフレーズの宝庫です。  

  

相手のこのセリフに対して、  

こういうフレーズがあるとか、  

  

このフレーズの方が、 よりネイティブであるなど、  



実際に自分にも使えそうな  

ドイツ語会話フレーズがたくさん  

漫画の中には眠っているのです。  

  

あと、漫画だと、  

イラストがありますし 吹き出しが変わるだけで、  

   

使われているフレーズの  

感情表現やリズムを 知ることができます。  

  

 

そして、何より一番のメリットは、  

楽しいということ。 

 



僕が毎週オンラインで話しているドイツ人や、  

大学で知り合ったスウェーデン人は、  

  

どちらも日本人と引けを取らないくらい  

日本語をペラペラに話すのです。  

  

  

僕は、その 2 人に、  

「どうやって日本語話せるようになったの？  

日本語って難しいよね？」と 質問したことがあります。  

  

2 人から返ってきた言葉は、  

  

  

漫画やアニメで覚えたよ。  

そっちの方が楽しく覚えられるし。  

  

そう 2 人は答えたのです。  



「楽しいってすごい力だな．．．！」 

 

自分も漫画を読んでいただけで、  

試験や教科書で何時間もカリカリ勉強するより  

圧倒的に会話力が上昇したのです。  

  

  

あなたが会話力を上昇させたいなら、  

  

毎日やっても楽しいと思える  

自分の教科書を見つけること。  

  

  



僕としては、  

漫画でドイツ語会話のコマンドを覚えていき、  

ドラマで、ヒアリングを鍛えていく。  

  

今までの、教科書や参考書を  

買って、カリカリと書いていく、  

  

そんな会話力が上がらず、  

何より楽しくない、  

  

学校によって 

今まで縛られてきた勉強法は 

もうやめましょう！ 

 



これからは、試験のためにやるのではなく、  

「ドイツ人と会話する」ための  

ドイツ語上達ゲームに変えていきましょう。 

 

 

 

 

 

よく生徒さんに今回の悩みを 

聞く機会が多いです。 

 

「簡単な文すら出てこない」 

 

簡単な文章すら言えない 

息を吐くように 

会話できる方法 



確かに僕もその悩みを 

抱え続けていました。 

 

特にそれを痛感したのは、 

高校生のころです。 

 

 

高校生で英会話サークルに入り 

今まで学校で英語の教育や 

英検を取得していたのにも関わらず 

 

自己紹介だけで 

精一杯でした。 

 



今まで習った完了形や助詞などの文法や 

分厚い単語帳で覚えた単語たち 

 

それらが活かされる機会が 

全くありませんでした 

 
なぜそうなってしまうのか 

それは会話を格ゲーと思わず 

自分のコマンドを知らないからなんです。 

 

 

格ゲー（格闘ゲーム）は 

まずコマンド（自分の技を出す方法）を知らないと 



戦えないですよね？ 

 

ドイツ語会話も同じで 

ドイツ語会話は 

まず自分がよく使うフレーズを知らないと 

 

自分の話し方を分かっていないから 

当然ろくな会話ができませんよね。 

 

前回、ラインに送ったブログで 

「ドイツ語会話ができない原因」 

についてアンケートをしたところ 

 

 

「何を話したらいいか分からない」 

「フレーズのストックが少なすぎる」 

 

 



 

やっぱり自分の技を出すコマンド（フレーズ） 

を知らないと、 

 

会話で何話すか分からなく 

なってしまいますよね。 

 

また、フレーズのストックが少ないという 

問題には 

 

自分が普段日本語で話すフレーズが 

覚えられていないからだと思います。 

 



なので、自分の出す技のコマンド（フレーズ） 

のストックを増やすためには、 

 

 

自分が使う日本語フレーズを知っていく 

 
 

僕は、日記をまず日本語で書いて 

そこからドイツ語に直していきます。 

 

例えば、 

「YOASOBIの歌を聞けば聞くほど、ハマるわ」 

こういう文も日本語からじゃないと出てきませんよね？ 



いきなりドイツ語にすると 

自分のフレーズが限定されるのです 

 
なので、まずは 

自分の話し方の特徴を日本語で理解し 

それをドイツ語に落とし込むことを心がけましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

それを分かっているだけで 

話せる人になる必殺技 



今回はドイツ語会話が達者な 

僕の生徒さんたちが言っていた 

会話でのある一工夫で 

 

 

話せないから 

話せる人に変わります 

 

それほど、ガラッと 

変わってしまうのです。 

 

これはドイツ人の友人に教えてもらい 

早速試したところ 



めちゃくちゃ伝わりやすい 

 

日本語を教わっている 

ドイツ人の生徒さんたちに試したところ 

 

「前の話し方よりも聞き取りやすい」 

「Tokiが何言いたいか分かるわ」 

 



とめちゃくちゃ好評価をいただきました。 

 

実際に今回のことを教えた 

生徒さんにも試していただいたところ 

 

 

「すごく言いやすい」 

「色々と言い換えられるからめちゃくちゃ便利」 

 

と僕の生徒さんたちにも 

「話せない」から「話せる」会話へと 

進化していきました。 

 



本当に一工夫だけで 

会話力が著しく上達していきました。 

 

 

では、そのある一工夫とは、 

 

Dassを使う 

 
Dassは、「～なこと、ということ」という意味で 

英語の Thatに似ています。 

 

そして、この Dassがフレーズを作る上で、 

  

最も重要なカギとなるんです 

 



例えば、こんなフレーズの場合 

 

Du glaubst doch nicht, 

dass die so früh geöffnet haben? 

(こんなに早く店が開いてるわけないじゃん) 

Dassの前は、 

「～じゃん」と感情表現を表していて、 

後の文章は「店が早く開いている」という 

その感情に対する出来事の内容が書かれています。 

 

 

もう一つ例文を 

挙げてみましょう。 

 

Ich werde ihr sagen 

dass ich sie mag! 

(俺は、彼女に好きだということを言うぞ！) 

 



直訳した感じになっていますが、 

このフレーズもそうです。 

 

Dassの前の文は 

「彼女に言うぞ！」という感情が出ていて、 

 

一方 Dass の後の文は 

「好きだということ」という 

その感情が生まれた出来事になっています。 

 

つまり、 

 

Dass を境に 

感情とそれに対する出来事が 

ハッキリとわかる 



 

「お店が早く開いてる」という文だけでは、 

本当は逆のことを言いたいのに 

フレーズがでてこないですし、 

 

「彼女が好きだ」ということを伝えても、 

相手のドイツ人は「あっそ」みたいな 

ショボいリアクションをもらってしまいます。 

 

 

ですが、そこに 

Dassが入ることで、 

 

 



お店が早く開いている＋なわけないじゃん！ 

と自分の言いたいことを 1フレーズで言えたり、 

 

彼女が好き＋そのことを彼女に言うぞ！ 

と相手のドイツ人が「マジか！！？どんな子だよ？」 

 

と自分の思い切った行動から、 

相手が自分の会話にススっと入りやすくなります。 

 

 

僕もドイツ人の友人に話す際、 

「今日の大学のテストがオンラインになって 

マジで嬉しかった」というと、 

 

マジか？！ 

それはラッキーだったな 

実は俺のところの大学はさ．．． 

 



 

と彼は僕の会話の内容をすぐに理解でき、 

且つ感情表現を入れたことで、 

 

今度は自分の大学のついて話すなど 

自分の会話のテーマに関して話してくれました。 

 

 

話せる人になれる必殺技、それは 

 

Dass をつかって感情表現も出来事も言える 

フレーズを常に意識して話す 

 

方法を知っているかどうかだったのです。 

 



 

 

 

 

 

最近僕は、色んなドイツ人たちと 

オンライン会話をしています。 

 

税関で働いている 20 代の男性、 

現役 JK や JD 

アウトドアが大好きなイケメンなおじさん 

 

 

そんな誰とでも話す僕ですが、 

彼らと話す前に僕が、毎回 

ある予習を行います。 

 

 

会話終了後に 

思い出すのがつらい 

 〇〇を覚えるニューアイデア 



それを行うことで、 

 

「あっ、言いたいフレーズが 

出てきた！」 

 

と毎回頭から出てこなかった 

フレーズがここぞというタイミングで 

出てきます。 

 

 

使わないところでは、 

頭の隅に待機していて 



「出番だよ！！」と 

あなたに呼ばれた時だけ、 

 

 

「どうぞ！お使い下さい！」 

 

と頭の隅で待機していたフレーズが 

あなたのために口から出てきてくれます。 

 

 

あなたがワザワザフレーズを 

引っ張るのではなく 

 



フレーズが自ら頭の隅から 

口へと来てくれるのです。 

 

 

もうあなたの方から 

わざわざ言いたいフレーズを 

探さなくてもいいのです。 

 

ある予習をすることで、 

フレーズの方からきてくれるから。 

 

では、そろそろある予習について話しますね。 

ある予習、それは 



フレーズを言っている時の 

顔を覚える 

 

「は？どういうこと？」 

と思っている方にお話ししていきますね。 

 

 

毎回、自分の言いたいフレーズを 

言っている時、 

 

「自分はどんな気持ちに 

なっているのかな。」 



 

と毎回考えてほしいのです。 

その際、鏡を使って、 

 

言いたいフレーズを言っている時の 

自分の表情、ジェスチャーなどを 

確認することを勧めます。 

 

 

これをすることで、 

どういうメリットがあるのか。 

 

では、今から上げる写真で証明して見せましょう。 



 

これを見てどんな言葉が 

が出てきましたか。 

 

そうです。 

“Yes we can.” 
 

 

これはオバマ元大統領の演説の際に出てきた 

有名な言葉ですよね。 

 

 



僕たちは、 

このオバマの顔、そして演説でのポーズから 

“Yes we can ”という言葉が 

スッと出てきたのです。 

 

 

あなたのフレーズを作れたのなら、 

 

その時に言う 

自分の表情やジェスチャーを 

つくってください 

 



楽しいフレーズを言うなら、 

両手を大きく開いて、 

全力で笑顔になるようにする。 

 

悲しいフレーズなら、 

顔を低くし、目を手で押さえて 

無表情になるようにする。 

 

 

そうすることで、 

あなたの頭の中にあるフレーズたちは 

 

「おい！主（あなた）が喜んでいるぞ！ 

フレーズその 1 行け！」 

 

「主が悲しんいでるやん！ 

フレーズその２出番や！」 

 



 

このように、 

あなたの顔を、表情、ジェスチャーを 

覚えたフレーズたちは、 

 

状況に合わせて 

必要がないときは引っ込み、 

出番がきたら出てくるシステムが出来上がるのです。 

 

 

 

 



 

 

 

 

僕の生徒さんであり、 

ドイツ在住の女性の方にこんな 

相談を受けました、 

 

 

「会話の際、自分のフレーズが 

伝わらなさすぎる」 

 

「Toki さんに言われた通り、 

日記でフレーズの作り方を覚えて 

 

 

超特攻会話スタイル 

 

 



会話にトライしたのですが、 

相手の方はずっと首を傾げたままで… 

もう疲れました。」 

 

と今まで会話で 

何度もそういう経験をされて 

かなりへこんでいました。 

 

 

そういう悩みを持っている人は、 

もしかしたら、○○を忘れているのかもしれません。 

 

 

ほんのちょっとしたことで、 

あなたのフレーズが１発で 

伝わってしまうのです 

 



 

ちょっと前に紹介した 

「感情表現＋dass＋出来事の内容」と 

組み合わせることで、 

 

その効果は絶大です 

 



十分相手に伝わる Dass 表現ですが、 

さらに○○を加えることで、 

 

「なるほど、そういうことか！」 

「分かりやす！！」 

「ドイツ語うま！！」 

 

と初対面で話したドイツ人全員に 

ビックリされました。 

 

では○○とは一体何なのか？ 

それは… 

 



強調を入れる 

 
強調を入れることで、 

「ここが一番大事だよ」と 

アピールすることができます。 

 

 

ドイツ語会話をする場合、 

アピールするのはめちゃくちゃ大事です。 

 

例えば、 



ドイツ人で看護師として 

働いている女性の方は、 

 

最初は本当に 

片言でしか話せませんでしたが、 

 

 

僕が、強調を入れる話し方を教えたことで 

（例えば、「めちゃくちゃすごいやん」とか） 

 

 

すごく聞き取りやすくなった 

 



外国人があなたに 

 

・「うれしかった」 

・「マジでうれしかった」 

 

どっちが印象深いと思いました？ 

「マジでうれしかった」の方ですよね。 

 

外国人が「マジで」というだけで 

 

「え？！すご！！」と 

聞き耳を立ててしまうのです 

 



例えば、 

 

・Echt danke dass du mich unterrichtet hast. 

(教えてくれてマジで｛本当に｝ありがとう) 

 

・Das klingt verdammmt interessant! 

(めちゃくちゃ面白そう！)＝（そそるじゃねえか、これは！） 

 

あなたが今まで聞き取れなかったのは、 

強調を意識して話していなかったから。 

 

 

もし、あなたが音大の女子大生なら、 



「マジでここのリズム分からないんだけど」と 

ドイツ語で言ってみてください。 

 

彼らは自分の楽器の音よりも 

120％の確率で、 

 

あなたの 

ネイティブすぎた質問が 

気になって仕方がありません 

 



 

 

 

 

 

今回のプロジェクトを始める前に、 

僕が多くのブログを通じて、 

アンケートしてきました。 

 

そのアンケートの 1 つに 

あなたにとっての 

ドイツ語会話での悩みは 

一体何だと思いますか？ 

 

思っていることを 

完全に伝える 

禁断の会話術 



というものがありました。 

そして、最も多数で出た答えが 

 

100％言いたい事 

言えなかった 

 
という悩みでした。 

 

ドイツ語会話において 

一番伸び悩んでいる課題だと 

多くの生徒さんが投げていました。 



なので、本気でドイツに行って話したいと思う 

あなただからこそ、 

 

僕の禁断の会話術を教えます。 

 

 

だって、これを教えると 

 

1000％の確率で話せるようになるから 

 

  

 



もう 100を超えてしまうんですよねｗ 

それほど、あなたのドイツ語会話に 

革命を起こしてしまうのです。 

 

 

僕の今回のプログラムには、 

この勉強法を取り入れていますが 

 

 

0％ドイツ語会話だった生徒さんが 

1 週間で 20％まで 

ドイツ語会話が話せるようになったのです 

 



その会話術とは、 

 

文字を見るな 

 
なぜ、文字を見たらいけないのか。 

それは文字で覚えてしまうからなんです。 

 

TOEIC で 800 点を取っても 

話せない人がいい例です。 

 

 

その人は、「英語の知識は完璧！いっぱい知っている！」と 

言っていますが、 

 



いざ、話そうとすると 

 

「あれれ、おっかしいな・・・」 

 

と言葉を詰まらせてしまいます。 

 

僕も英検準 2 級を持っていて 

日常会話を話せるレベルを持っていますが、 

 

 

実際は全く話せませんよｗ 

知っているだけなんです 



 
英会話スクールに入って 

全く話せないでいた高校生の僕は 

 

「さらに単語の量がいるんだ！」と 

英検 2 級を取るために猛勉強・・・はい。 

 

 

この時点で詰んでいますね 

 



知識の量ではなく、 

自分で紡ぎ出す力を養うべきなんです。 

 

 

ドラゴンクエストのような 

ロールプレイングゲームで言うと、 

 

経験値を上げて、 

武器を効率的に使う技を覚えるべきなんです。 

 

 

僕の今回のプログラムでは、 

 

①僕からお題である写真とボイスメッセージを送られる 

②あなたがそれに関する返答を日本語で答える 

③僕がドイツ語でボイスメッセージを送る 

④③をシャドーイングする 

 



どこにも文字を 

使っていないですよね 

 

 

文字ではなく、 

フレーズのリズムやアクセントを覚える 

 

それが、あなたのドイツ語会話を 

1000％まで向上できる禁断の会話術です。 

 

 

単語を集めるだけでは、 

意味がないのです。 

 



 

 

 

 

 

ドイツ語会話を始める前に、 

のほほんと待ってはいけません。 

 

ある意識を持って話す準備を 

しておかなくてはなりません。 

 

ある意識をしていないと、 

あなたは言いたい単語を知らなかった時 

 

慌てふためき、 

携帯を使ってググっても、 

 

そもそも意味が少し異なるのか、 

 

話す前で結果が見える 

会話専用の 

ドイツ語予習 



発音に問題なのか、 

 

相手に通じない 

 

はたまた、 

時間がかかりすぎて 

もう会話が別の方向へ… 

 

会話でいつも 

置いてきぼりに・・・ 

 



英語は単語力！！ 

と誰もが信じていますが、 

 

しかし、案の定、 

単語ゴリゴリ暗記スタイルで行くと、 

 

暗記が嫌いな僕は 

もうお手上げで、すぐに挫折しました。 

 

「では、Toki どうやって覚えたの？」 

いや、覚えていませんよ。 

 

イメージしたら、出てくるんです 

 



「ますます分からん」と 

思ったあなたにさらに詳しく言うと 

 

僕が言いたい単語やフレーズを考えるとき、 

写真やイラストが出てくるのです。 

 

文字で覚えようとすると、 

その文章で覚えてしまい、 

 

あなたがドイツ語で言う選択肢を 

１つだけにしてしまうのです。 

 

 

では、写真でフレーズを 

考えるとどうなるか、 

 

今から出す写真をググらずに 

考えてみてください。 



 

これを見て、 

「うさぎってなんて言うんだろ？」と 

考えないでください。 

 

 

「どう言ったら、うさぎだと伝わるのか」 

 



別に 100％、自分で言う必要は 

ありません。 

 

あなたは、何かしら言って 

最後に相手のドイツ人が「あっうさぎか！」と 

分かったら、話せたも同然です。 

 

たとえば、 

Irgendwie ... kleine tiere, weiß und lange ohren. 

(なんか・・・小さい動物で、白くて、耳が長い) 

 

これで十分に 

「あっ！うさぎやん」とわかってくれます。 

 

大事なのは、 

直訳にこだわらない。 

 

その意識をもってドイツ語会話に臨みましょう。 



 

 

 

 

 

なぜ、9割の方が 

この超会話メソッドを知らずに 

 

「話せない、伝わらない」とつらい思いを 

しているのでしょうか。 

僕もちょっと考えてみましたが、 

悩んでいる生徒さんたちの 

相談を受けてすぐにわかりました。 

 

 

勉強しているからなんです 

 

【9割が気づかない】 

○○と合わせる 

超会話メソッド 

 



 
「は？なんで？」と 

言っているあなたにお話しましょう。 

 

 

今までのドイツ語教育は 

罠なんです 

 
僕が通っていた語学教室や 



大学のドイツ語の講義には 

こういう勉強の仕方が当たり前でした。 

 

 

「この日本語を 

ドイツ語に直しなさい」 

 

その仕方で学んでいると、 

 

「自分の伝えたい単語（熟語）が 

ドイツ語にも 

あるに違いない」 



 

と思いこんでしまうんですよ。 

 

「お疲れ様」みたいに 

ないこともたくさんあるのに。 

 

つまり、あなたが学んでいた 

ドイツ語教育は 

正解のインプット重視で 

受け身ばっかりだったのです 



 
 

この勉強の仕方で 

ドイツ留学したり、ドイツに住んだ場合どうなるか 

 

 

ドイツ語会話において 

ずっと正解にこだわり続け 

 

「前に覚えたフレーズが正しんだ！！」と 

言ってみたものの、 

相手のドイツ人が首を傾げます。 

 



「嘘？！伝わっていない？！」と 

パニックになって 

ひたすら無駄な時間を使い 

 

 

コミュニケーションにならず 

挫折してしまいます。 

 

僕と同じ 

ドイツで引きこもりデビューです 

 
そうならないためには、 

 



正解 or 不正解より 

伝わる or 伝わらないかを 

大切にする 

 
日本の教育は宿題やテストが 

多いスタイルなので、 

 

どうしても、 

正しさを追求しインプットする教育が中心です。 

 

一般高校なら、ほとんど 

外国人とコミュニケーションをとる 

授業はないでしょう。 



 

ずっと、文を読んで、聞いて 

選択肢の中から答える 

クソつまらない勉強です。 

 

僕はそんな勉強は嫌だったから 

高校で英会話サークルに入ったのです。 

（まあ、当時は間違って方法で勉強したので 

英語を全く話せませんでしたがｗ） 

 

 

一方ドイツの英語の勉強法は 

授業で見た映画の感想を 

みんなの前で話すなど、 

 

英語をアウトプットする（伝える） 

勉強法をやってきています。 

 



だから、多くのドイツ人は 

高校まで学校に通っていたら 

たいてい英語を話せるのです、 

 

 

伝わるまで 

言い換えて伝われば OK! 

 

辞書で調べて「これだ！」と決めずに、 

色んなフレーズを準備し、 

1 つでも伝わるフレーズを会話で見つけるのです。 

 


