
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あなたは、 

自分のフレーズを覚えて 

 

語学教室やオンライン会話教室や 

フリートークなどに参加したのに、 

 

相手の会話に対して 

的確なフレーズが出てこなかった 

ことがありますか？ 

 

積極的に 

返答する方法 



自分のフレーズがその状況で 

「いつになったら使えるんだろ」と 

会話をしながら機会をうかがいますが、 

 

結局、そのフレーズで頭がいっぱいになり、 

相手の会話に対して上手く返せず、 

 

「もう話さないで！ 

今から僕のフレーズを言うから！！」 

 

と相手のドイツ人に言わないと 

いけなくなっちゃいますねｗ 

（もうそれは会話ではないです。） 



「じゃあ、他のフレーズを探そう！」と 

思って自分の言いたいことを 

 

知っているドイツ語や調べたドイツ語で 

言い換えたとしても、 

 

 

本当に正しいのかと 

不安になってしまいます 

 

「では、Toki とかに教えてもらったら 

 いいのでは？」と思いますが、 

 

僕がドイツ語で言いかえたフレーズであるから、 



受動的に覚えることになり 

覚える気になれない 

 
ドイツ語会話の勉強で 

サボってしまうことがあるなら、 

 

教材ややらせで学んでいるため、 

やる気を維持できないのかもしれません。 

 

僕も教材で勉強する場合、 

ちょっとペラとめくって 

 



「無理だわ」 

 

と本棚へと戻してしまいます。 

 

僕はそういう参考書を読んでいくと、 

10分でパタッと閉じて、 

漫画やアニメを見てしまいます。 

 

 

「勉強だから！！」とわざわざ 

自分が苦手な方法で勉強してはいけません。 

 



自分の好きなことを 

ドイツ語勉強に取り入れたらいいのです 

 

では、そんな方法で 

どのように積極的に返答することが 

できるようになるのか。 

 

自分のフレーズが足りないせいで、 

ここぞという時に出てこない。 

 

そんな時は、 

 



なりきるんです 

 

「なりきる」ということは、 

自分の好きなキャラクターの 

セリフをパクるという事です。 

 

 

僕のスウェーデン人の知り合いは 

僕が大学で知り合った時、 

めちゃくちゃ日本語が上手でした。 

 

 



僕が言う、ささいなことに対しても、 

積極的に返事をしていたり、 

 

アニメのキャラの行動に対して、 

僕の意見を聞いたうえで、 

 

自分の意見を分析的に言えるほど、 

流暢に日本語を話せます。 

 

そんな彼は、 

日本語を話す際に何を意識しているかというと、 

 

自分の好きな 

キャラになりきって話す 

 



彼は、ジョジョというアニメが好きで、 

彼と初めて会った時は、そのアニメのキャラのセリフを 

パクって話していました。 

 

そうやって話すと 

どうなるのかというと・・・ 

 

100％聞き取ってくれる 

返事を出せる 

 

アニメなどのフレーズは、 

生のフレーズであり、 

絶対にドイツ人が聞いているフレーズばかりなので、 

 



必ずと言っていいほど伝わります。 
100％伝わるだけでも安心しますよね。 

そのフレーズはオリジナリティに溢れたフレーズなので、 

相手のドイツ人は、 

 

 

「え？そんな言い方知ってるの？！ 

すごっ！！」 

 

あなたのネイティブのような返事に 

口が空きっぱなしです。 

ただパクっただけなのに、です！ 



もし、あなたがドイツ人だとしたら、 

これを聞いてどう思いますか？ 

 

Ziemlich cool,was?! 

(そそるだろ？これは) 

 

「めちゃくちゃ流暢だな！」 

と思いますよね。 

 

このフレーズは、 

僕の好きなアニメ「Dr.Stone」から 

取ってきたキャラのフレーズです。 

 

 

ただパクるだけで、 

これほど流暢なドイツ語になってしまうのです 



 

自分の言いたいフレーズが見つからず、 

合っているどうか不安な方は、 

 

自分の好きなアニメのキャラや 

ドラマ、映画のキャラからフレーズをパクりましょう。 

 

 

では、どのようにパクればいいのかというと、 

一番簡単な方法としては、 

 

ドイツ語翻訳の漫画を買う 

 



 
漫画に描いてある自分の好きなキャラのフレーズを 

覚えるだけで、 

 

即戦力として、会話で使えるので、 

おススメです。 

 

①会話に漫画に書いてある 

自分の好きなキャラのフレーズを紙にまとめます。 

 

②寝る前に声に文字を見ずに音読します。 

 

たったの 2ステップで OKです。 



鏡の前で、紙を読んだ後に、 

手振りをつけて話すことで、 

 

さらに役になりきることができ、 

より、会話で引き出しやすくなります。 

演劇の練習に似ていますね。  

 

 

これはちょっと面倒なのですが、 

 

音声ドイツ語 

字幕ドイツ語で映画やドラマをみる 

 

これは漫画と比べて、スピーディーに 



自分の好きなキャラのフレーズ集めができませんが、 

 

映像であるので、 

どのタイミングで使えるかどうかが 

明確に分かります。 

 

外国人がアニメをみるのも 

それが理由の１つでもあります。 

 

僕も、最近はドイツ人の JDに勧められた 

恋愛映画をドイツ語音声ドイツ語字幕で 

見ているのですが、 

 

ここのフレーズは 

この場面で使える！ 

 



と映像を見ながらだと、 

シチュエーションがわかりやすいので、 

徹底的にやる方にはおススメです。 

 

 

大事なのは、 

 

自分の好きなキャラになりきり 

足りていなかった自分の 

フレーズを増やしていく 

 

 

Ziemlich cool,was?! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

対面でもオンラインでも 

ドイツ人と話すことが決まった際、 

 

どうしてもビビッてしまうことがあります。 

それは、 

 

相手の言っていることが 

分かるのかどうか 

 

相手の会話の 

サーチスキル 



僕が 4年前に留学していた時、 

ドイツ人と会話をする際、 

 

「まだ少ししかドイツ語を 

 話せないからよろしくね」と 

 

相手のドイツ人に伝えて 

ドイツ語会話がスタート。 

 

僕がへなちょこなドイツ語で 

自己紹介をしたのに対して、 

 

相手はビューン！！ 

と剛速球で返答してきました 

 



合っているかどうか分からず 

僕も返事をしましたが、 

 

そこでかなり自分から話すことに 

疲れてしまい、 

 

「今度はあなたの 

 自己紹介が聞きたいです。」 

と相手にバトンパスをしました。 

 

そしたら、また相手のドイツ人は 

剛速球で自己紹介！！！ 

 



もう完全にパニックになってしまい、 

聞く気力を奪われました。 

 

納得はしていそうな顔を作り、 

実際、耳は筒抜けの状態でした。 

 

 

自分が話す側では、 

ゆっくり話したりすることで、 

 

聞き取ってくれるかも 

可能性は高いです、 

 

しかし、ゆっくり話すことで 

相手のドイツ人が同じスピードで 

話してくれるわけではありません。 

 

普段僕たちが使っている 



日本語と同じくらいのスピードで話してきます。 

 

「生まれながら聞く力がないんだ」 

 

「そもそも英語を聞き取れないから 

ドイツ語も無理だよ」 

 

と僕もリスニングの練習を 

始めたころはそう思っていました。 

 

 

ですが、それは 

勘違いだったのです。 

 



僕は、ある会話でのサーチスキルを 

身に着けたことで、 

 

単語や文法だけでなく 

相手のジョークにすら聞き取り 

対応できるようになったのです。 

 

例えば、このようなジョークを 

僕のドイツ人の友人が言っていました。 

Ich hoffe, dass es auch eienen meeega krassen Kampf  

Mit Veldora geben wird. 

(またヴェルドラとのめ～っちゃくちゃすごい戦いがあってほしいね) 

Bis dahin werde ich natü rlich viel Wasser trinken. 

(それまでは、たくさんの水を飲んでおくよ) 

  
 

彼は普段僕と話す際は 

水を必ず用意してくるので、 

彼らしいジョークだなと思いました。 



こんなジョークですら 

「いっつも君は僕と話す際は水を飲んでいるからねｗ」 

 

とジョークでも 

しっかりと返すことができてしまうんです。 

 

相手の会話を調べるスキルを 

知ったからできたことなんです、 

 

 

では、どうやってその 

スキルを体得できるのかというと、 

 

ドイツ語をドイツ語で知ること 



 

ドイツ語だけでなく、 

どの言語でもヒアリングを学んでいくときに 

 

多くの人たちがやってしまうことがあります。 

それは、 

 

日本語に頼ってしまうこと 

 

 



例えば、“entspannen”(リラックスさせる)という 

単語が分からない時、 

 

上の写真のように 

Google翻訳で調べていたり、 

独和辞典でペラペラめくりながら 

単語を知らべてませんか？ 



単語を日本語で理解することで、 

“entspannen”と聞いた際に、 

 

頭の翻訳機は 

僕たちが理解しやすい日本語で 

  

「entspannen はと・・・」と 

日本語で探そうとします。 

 

そこにそこで聞いて理解するスピードが 

遅くなってしまうのです。 

 

単語を日本語で理解 

☟ 

会話の際、単語を 

頭の中の翻訳機が日本語で翻訳する 

☟ 

翻訳したときには 



次の分からない単語が！ 

☟ 

パニック！！ 

 
なので、 

リスニング力を弱くしている 

 

頭の中の翻訳機を 

ドイツ語から日本語に変えるのではなく、 

 

ドイツ語をドイツ語で 



変えることが大事なのです。 

 

あなたは「絶対に」という言葉が分からない時、 

„auf jeden Fall“と調べようとしますか？ 

 

違いますよね。 

日本語で理解しようとして、「必ず」とか 

出てきてそれを覚えますよね。 

 

 

でも実際にそれを 

ドイツ語の単語の意味を理解する際に 

やってしまっているのです。 

 

ドイツ語でも同じことを 

しなくてはいけないのです。 

 

例えば、Siri で 



「Was entspannen bedeutet(entsspannen ってどういう意味)?」 

と話してみると、 

 

そこには、 

2番目のところに“frei werden“と書かれています。 

そこから、 



「楽になる」という 

意味なんだと理解することができます 

 

次からは、“entspannen“は 

「リラックスさせる」ではなく“frei werden ”と 

 

いちいち翻訳に力を使わずに、 

聞くことだけに集中することができるのです。 

 

 

リスニングでパニックになるのは、 

リスニング力が弱いからではなく 

頭の中に日本語の翻訳機が入っていたから。 

 



その対策のためには、 

 

できるだけ 

ドイツ語をドイツ語で理解し 

聞くだけの環境を作ればいいのです 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

無料プレゼントやこの章では、 

「自分のフレーズの出し方」について 

紹介していきました。 

 

・日記から自分のフレーズを見つけ出す 

・キャラのセリフをパクって自分のフレーズにする 

 

 

しかし、自分のフレーズを言い切った時、 

相手からとんでもないことを言われました。 

 

 

相手との会話の 

キャッチボールが 

止まらない話し方 



何言ってんの？ 

 
「え？なんで？ 

あんなにも調べたフレーズなのに伝わらない？！」 

 

 

これは、学校で習った英語の勉強法と 

同じように勉強している方に 

起こりやすい出来事なのです。 

 

「どういうこと？！」と 

思っている方に説明しますね。 

 



学校の英語の授業では、 

この日本語の文章に対して、 

この英語の文章だけが正解という教え方をしています。 

 

つまり、 

 

「この言い方しか出来ませんよ！」 

と教えられているのです 

 

これの何がいけないのか。 

考えて見えてください。 

もし、その言い方を会話の際に忘れた時・・・・ 

 



想像できましたか？ 

そうです、 

 

黙ってしまうのです 

 
今まで、自分のフレーズが伝わらなかった時 

黙ってしまうのは、 

ドイツ語会話力が低いではなく、 

 

 

 

 



伝わる選択肢を 

1 つにしていた勉強法を 

強制的に教えられてきたから 

 

無料プレゼントで教えていた勉強法でも、 

 

「日記を書いて Tokiにチェックしてもらって 

はいおしまい！」ではありません。 

 

伝わらなかった時に備えて 

別の言い方を考えなくては 

いけないのです 

 



 

そうすることで、 

別に伝わなかったとしても、 

 

「だったらこの言い方だな」と 

臨機応変に対応でき、 

確実に伝えられることができます。 

 

例えば、「腹が痛い」と伝える時 

ググって出てきたフレーズである 

“Ich habe Bauchschmerzan”と伝えても、 

 

ほとんどのドイツ人に気づいてもらえません。 

なぜなら、ドイツ人もあまり言わないから。 



そもそも、“Bauchschmerzen” 

なんて覚えられているのか・・・。 

 

 

なので、別の言い方で伝えなければ 

ならないのです。 

 

例えば、 

 

①Ich bin richtig  satt.(マジでおなかいっぱい) 

②Ich sterbe!（死ぬ！） 

 

1つ目の文章では、 

「おなかいっぱい」と訳されていますが、 

 

ドイツでは、「おなかいっぱい」と「おなか痛い」は 

意味が同じと考えられていて、 

 



おなかを手で押さえるジェスチャーを加えて 

話すことで、より伝わりやすくなります。 

 

 

2つ目の文章はすごい文章ですが、 

これもおなかに手で押さえることで、 

 

「この人、やばそう！」 

 

と思ってすぐに 

トイレの場所を教えてくれます。 

 

「おなかがいたい」と「死ぬ！」では 

どちらが聞いてくれると思いますか？ 



絶対に、「死ぬ！」ですよねｗ 

そんな必死なフレーズを言われたら誰だって 

分かってくれますよね。 

 

・「おなか痛い」ていう意味じゃないから言わない 

・これしか言い方がない 

 

ではなく、 

 

伝わるフレーズを多く考える 

 

これで、返答したフレーズが 100％伝わり、 

会話のキャッチボールは半永久に続きます。 



 

 

 

 

 

前回、僕はドイツ会話で 

返答したフレーズが通じなくて、 

 

会話のキャッチボールが続かない理由は、 

「フレーズに正解を求めているから」と 

答えました。 

 

正解を求めることで、 

そのフレーズが伝わらなかった場合 

 

言い換える練習をしなかったので、 

結果、詰まってしまい話せなくなってしまう。 

 

相手がにこりと 

返してくれる返答とは 



これができないと、 

あることを伝える際に必ずドイツ人の人たちに 

 

「は？何を言っているの？ 

もう黙っていて」 

と言われます。 

 

では、あることとは何なのか。 

それは、 

日本のことについて 

話す時です。 



 

これは僕がドイツに留学中 

大学の授業、2人 1組で自己紹介をしていたときです。 

 

僕と話していたドイツ語を話せるフランス人に 

「日本の食べ物について教えて」 

と聞かれたので、 

 

僕は梅干しについて 

紹介することにしました。 

 

早速ググって出てきたドイツ語 

„Gesalzene Pflaume“を伝えたら 



 

相手のフランス人は眉をひそめて 

「は？」と返してきました。 

 

「あれ？発音が悪かったのかな？」と 

もう一度ゆっくり話したら 

 

「もう黙って。 

日本語でいいよ、後でググるわ。」 

 



ときつい言葉をかけられました。 

 

でも、ある方法で伝えたことで 

「へー！梅干しってそういう食べ物なんだね！」と 

 

ほんの数秒前まであきれ顔だった 

ドイツ人の顔が、 

 

僕の梅干しについての話に対して、 

ニコッと返答してくれたんです。 

 

では、どのような方法で 

話したかというと、 



直訳を捨てて 

梅干しの特徴を言う 

 

では、梅干しにはどんな特徴がありますか？ 

 

・赤色 

・丸い 

・日本の食べ物 

・酸っぱい 

・ご飯に乗っけると日本の国旗 

 



ちょっと考えるだけで色んな特徴が出てきますね。 

 

これらの特徴をドイツ語で言うことで 

梅干しを食べたことがない人でも、 

 

「なんか気になる！ 

日本に行って食べてみたい！」 

 

と思わせるほど 

あなたの会話が夢中になってしまいます。 

 

大事なのは、正確に伝えるよりも 

伝える量を意識すること。 



伝わるかどうか分からない単語や直訳に固執する 

のはもう終わりにしましょう。 

 

ドイツ人に梅干しのことを直接梅干しと言うのは 

日本人にハッケペーターのことを 

直接ハッケペーターと言うのと同じです。 

 

初めて聞いた人は 

何が何だかわかりませんよね。 

 

 

「生肉！パンに塗るもの！」と言うだけで、 

なんとなく想像できますよね。 

特徴を言うことにこだわりましょう。 

 



 

 

 

 

ドイツ語会話を聞く際、 

「ちゃんと返答しなきゃ！！」と 

相手の話にずっと集中して聞いていませんか？ 

 

確かに、ヒアリングは会話の上で 

とても重要ですが、 

 

話を聞いた上で、○○をしていないと 

相手のドイツ人から 

0フレーズで返答を 

グレードアップ 



「ちゃんとわかってる？」 

「聞けていないんでしょ？」 

 
と自分は聞き取れていたのに、 

相手のドイツ人は、 

 

「自分の会話、わかってないじゃん・・・」と 

受け取ってしまいます。 

 

 

また、僕がドイツに留学していたときの話で、 

ホストファミリーたちと川でカヌーをやっていた時、 

 



インストラクターの方が 

カヌーの漕ぎ方や注意事項を言っていたとき、 

 

僕は、聞き取れていないのに、 

○○を適当にしていました。 

 

そして、「いざ、川へ！」と思ったその時、 

インストラクターの方に止められ、 

 

体に着けていたクッションが 

明らかにつけ方が違っていたようで、 

 

「お前さ！わかっていないかどうか 

ハッキリしろよ！」 

 



めっちゃくちゃ怒られました。 

やっぱり川は危険なので、 

「やらかしたわ・・・」と思いました。 

 

そこから僕は、 

そのことにズルズルと引きずってしまい、 

 

結果的に、 

ホストファミリーとの時間を 

僕のせいで嫌な時間にさせてしまいました。 

 

なので、○○をしていなかったり 

また適当にやってしまうと、 

 

「聞き取れていないだろ」と相手を心配させたり、 

「わかっているぽいな」と相手に誤解を与えてしまいます。 

では、○○とは👇 

それは、 



リアクションです。 

 
相手のドイツ人が 

あなたの会話で 1番注意して見ているのが、 

リアクションなんです。 

 

リアクションができていると、 

相手のドイツ人は「あっ！聞き取れているね」と 

確認することができます。 

 

主にリアクションで使えるスキルが 2つあって、 

それは、ボディーランゲージです。 

これは、リアクションフレーズが分からない場合、 



一番で使える方法です。 

 

例えば、ドイツでは、 

分からない場合は肩を上げたり、 

 

自分を指すときは手を胸に当てます。 

 

これだけでも、 

返答をグレードアップさせることができます。 

 

また少しフレーズを使うことに 

なりますが、 

 

感情フレーズを文頭に置いてから、 



話すのも良い手です。 

 

例えば、 

„Voll cool“(超カッコいい！) 

„Krass!!“(やっば！) 

„Dein ernst?!“(マジで言ってる?!) 

„Boah Man“(ちくしょう orあーあ。) 

„Ach was“(まさかね) 

 

このようなフレーズを文頭に置くだけでも、 

相手のドイツ人は自分の話を聞けていると 

安心することができます。 

 

リアクションは返答をグレードアップする 

超必須スキルなので、 

 

はじめはボディーランゲージか前のフレーズを 

入れておきましょう！！ 



 

 

 

 

 

「ドイツ人全員が定型文で 

 話してくれたらいいのに・・・」 

そう思ったことはありますか？ 

 

僕はめっちゃくちゃあります。 

ドイツに留学していたころは、 

 

1日の 1000回くらい、 

「ストレートな会話下さい！」と思っていました。 

 

愚痴のような会話でも 

聞き取れる 

完全なヒアリング法 



ストレートな会話とは、 

「もっとお金が欲しい！」みたいな 

 

その人の気持ちがすぐにわかってしまうような 

会話のことです。 

 

しかし、そのような会話ばかりではなく、 

 

「お金は欲しんだけど、バイト先の店長と 

最近喧嘩しちゃって行けづらいって言うか、 

でも私に対して店長の接し方がさ・・・」と 

 



正直内容があやふやすぎて 

聞き取れないパターンが存在します。 

 

なぜ聞き取れないのか。 

それは、そういう会話を聞く練習を 

していないからなのです。 

 

教科書や参考書に載せてある 

会話の内容は、 

 

ストレートな会話か、 

自分の会話で使えない会話しかないからです。 

思わず教科書を殴りたくなってしまいます。 

 



では、愚痴のような聞き取りづらい会話を 

聞けるようにするには 

何をすればいいか。 

 

それは、 

精聴してから真似る 

 
精聴とは、細部にまで意識して 

短めの音声を繰り返し聞く練習ことです。 

 

このステージまで行っている方には 

「はっ！」と気づいたかもしれません。 

 



実は、今まで僕がお題を送る際 

音声メッセージしか送っていなかったのは、 

 

精聴する練習をしてほしかったからなんです。 

耳だけで聞くことによって、 

 

愚痴のような聞き取りづらい会話や 

発音の変化にも対応できるように 

してほしかったからだったのです。 

 

例えば、 

「neu」と文字で覚えるのではなく 

「ノイ」と音声で覚えることで、 

 

定型文のような会話聞き取れない耳から、 

聞えた単語から内容を予測し、 

 

 



なんとなくで聞き取ったのが 

完璧に内容を把握できているんです！ 

 

そしてその会話を 

今度は自分が真似ることで、 

 

「この音声聞こえたら、新しいって意味なんだよ」と 

どんどん耳だけで理解できるようになっていきます。 

 

ドイツ語会話でも、文字を使う必要はありません。 

会話というのは、耳で聞いて、口で話すものです。 

必要なものだけを練習していきましょう！ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

僕がドイツ留学の際、 

思ったことがあります。 

それは… 

 

「相手の会話が速すぎて 

聞き取れない！！」 

 

誰もがこういう事が 

ドイツ語会話の 

超傾聴力 



思ったことが一度あると思います。 

 

 

さらに、ドイツ語の文法は 

当然、英語と勝手が違うので、 

 

 

より聞き取れない 

 
さらには、ウムラウトも 

入ってくるし・・・ 

 

 



ドイツ語を聞くのは 

英語よりもめちゃくちゃ大変なんです 

 

でも、最初から聞き取れない 

わけではありません。 

 

ある勉強法をずっとやってきたから、 

ずっと聞き取れない耳になってしまったのです。 

 

ある勉強法、それは 

 

日本語から 

離れられていない勉強法 

 



 

あなたはリスニングを 

どのように勉強していますか？ 

 

ラジオ？参考書に入っている CD？ 

それとも洋画や海外ドラマ？ 

 

あなたがラジオや CDで 

リスニングを学んでいるなら 

 

今すぐやめてください 

 

それが原因で 



リスニング力が 

停滞しているのです 

 

なぜなら、ずっと 

聞いていても雑音にしかならないから。 

 

 

そのリスニングに出てくる 

フレーズを理解していないと、 

 

何度も何度も聞いても、 

聞えてくる感じがなく 

 



長い時間聞いてもダメだったことに 

心がポキッと折れてしまい、 

 

撃沈 

 
「もういいや、答えみよ。」と 

リスニングで言っていた文を見てしまいます。 

 

この時、文はドイツ語と 

日本語の両方がありますが、 

 



多くの人たちは 

早く何を言っていたか知りたくて 

 

日本語の文をみて 

「なるほど！そういうことね！」と 

納得して終わってしまうのです。 

 

よくわからないドイツ語を 

なんとなく聞きまくって、 

 

その言っていたドイツ語も 

日本語で理解しただけなんです。 

 



これが、日本語から離れない 

ヒアリングの勉強法なんです。 

 

 

洋画や海外ドラマでも 

やってはいけないことがあります。 

 

それは、 

 

 

日本語字幕で見ること 

 

これは一番やりがちなことです。 



例えると、 

僕の母親は洋画が大好きです。 

 

「フリンジ」や「天国の階段」 

ようなドラマだけなく、 

最近はマーベルの映画も見ています。 

 

しかし、英語のリスニング力は 

全くありません（母さん、ごめんなさい！）。 

 

なぜなら、日本語字幕で 

見てきたからなんです。 

 

 

俳優さんの声はお構いなし。 

映像と日本語字幕しか注目していないのです。 

 

日本語字幕に注目していたら、 



メインであるヒアリングの 

練習ができていないですよね。 

 

ただ映像を見て 

日本語を覚えるだけ 

 

そうじゃないですよね！ 

僕たちはドイツ語のヒアリング力を 

上達させたいのです。 

 

 

そのために必要なことは 



音声をドイツ語にし 

字幕もドイツ語にする 

 
前にも話しましたが、 

ドイツ語会話を勉強するには、 

 

より日本語から離れた 

勉強が必要です。 

 

日本語に頼ってしまうと、 

それで納得してしまい。 

「聞こえた！」と勘違いしてしまうからです。 

 



聞き取れたけど、 

意味が分からなかったときは、 

 

前のページに書いてある、 

「相手の会話のサーチスキル」 

で紹介しています。 

 

ドイツ語の超傾聴力の正体は 

 

ドイツ語をドイツ語で 

理解することなんです 

 


