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担当講師: komachi

動画学習コース
「ゼロからドイツ語文法講座」

2014 大阪大学外国語学部ドイツ語専攻入学
ドイツ語を勉強し始める
2016.09〜2017.08 ドイツ留学（Bielefeld）
2017.10 C1試験合格
2017.12〜 ドイツ語講師
2018.11 ドイツ語教室Vollmond創業
2020〜 Podcast「ココロ躍るドイツ語講座」
2022〜 Podcast「Japanisch/ドイツ語カフェ」
資格：高等学校教諭一種免許状（ドイツ語）
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動画学習コース「ゼロから文法講座」とは？

このクラスがおすすめな人
本クラスで扱うのは「文法」です。
レベルアップに必要なその他の力

• ドイツ語の文法をしっかり勉強したい方。復習としての利用も大歓迎！

読む・書く・聞く・話すは

• 隙間時間に勉強したい方。

ほとんど扱いませんのでご注意ください。
（オプションにより追加申し込み◎）
①動画視聴

②課題

• ひとりでもくもく取り組む自主学習を苦に感じない方。

③提出

• ドイツ語の基礎文法を日本語で解説したレッスン動画を
「いつでも」「好きなときに」見て学べる学習コースです。

このクラスをおすすめできない人
• ドイツ語を使ったコミュニケーション（特に話す/聞く）を学びたい方。

• 全30章で重要な基礎文法(A1〜B1レベル)を網羅しています。

• ひとりでの学習計画をコントロールするのが苦手な方。

• 動画視聴後、参考書を使い自身で演習問題に取り組んでいただきます。

• これまでの学校生活において、授業内で理解する難しさを感じてきた方。

演習問題を通じて講座で学んだ文法の定着を促します。
• 必要となる勉強時間の目安：1日25分(3時間/週)×6か月
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リアルタイムで先生とコミュニケーションを取りながら
勉強を進めることのできる他のクラスやプライベートコースがおすすめです。
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ゼロからドイツ語文法講座説明 - 2022年9月22日

⚠︎

基本6ヶ月プラン

単発1ヶ月プラン

半年間頑張る心構えが

まずは1ヶ月だけ

できている方

試してみたい方

11000円/月

受講料

CEFR

16500円/月

66000円/半年

視聴動画数

ドイツ語レベル目安表

こちらの表はあくまでも目安です。

独検

英語学習との比較

C1

1級

大学上級

B2

準1級

高校3年生-大学中級

B1

2級

高校1.2年生

A2

3級

中学3年生-高校進学

A1

4.5級

中学1.2年生

レベル感

C2
＋有料オプション

無制限(全30動画)

5動画

・スライド資料データ
・会話レッスン

質問をする

✔

✔

課題の提出期限

（期限後も動画視聴

✔

・個別サポート

-

基本的な日常会話はスムーズにできる
幅広いテーマに対応できる
複雑すぎないテーマであれば
自分の意見・理由も言葉にできる

＋課題提出はできます）

✔

卒業課題
講師からの
学習アドバイス
＆応援メッセージ

✔

-

CEFR

独検

簡単な受け答えができる

完全初級
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本講座で扱うレベル

身近な話題について話せる

-
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本講座を修了するとB1レベル程度までの文法を習得できるのであって
B1レベルになるわけではありませんのでご了承ください。

英語学習との比較

事前準備が必要なもの

レベル感

1. ドイツ語の辞書

C2

おすすめドイツ語辞書
C1

1級

大学上級

有料：アクセス独和・和独、クラウン独和

B2

準1級

高校3年生-大学中級

B1

2級

高校1.2年生

A2

3級

中学3年生-高校進学

A1

4.5級

中学1.2年生
完全初級
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基本的な日常会話はスムーズにできる
幅広いテーマに対応できる
複雑すぎないテーマであれば
自分の意見・理由も言葉にできる

身近な話題について話せる
簡単な受け答えができる

無料：imiwa?（携帯アプリ）
2. 自宅演習用の参考書
・しっかり身につくドイツ語トレーニングブック
・Grammatik aktiv: Übungsgrammatik A1-B1
3. レッスン動画を視聴するデバイス（スマホ、タブレット、パソコン等）
4. ノート
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読む・書く・聞く・話す力の全ての基礎になるから。

★ステップ1: 知らない 知っている（知識としてのインプット）

ただし、文法ができれば他の力も自動でつくということではありません。

★ステップ2: 知っている できる（知識の演習）

例:「彼は1つのリンゴを食べます」
単語 （彼 er, 1つのリンゴ ein Apfel, 食べる essen） を知っていても文法を知らなければ…

× Er ein Apfel essen.

動詞は2番目

× Er essen ein Apfel.

essen は現在形人称変化で er が主語の時 isst

△ Er isst ein Apfel.

ステップ3: できる 使える（知識の応用）

• 本クラスで主にサポートするのはステップ1です（★動画での知識習得）。
• 課題を出すことによって、ステップ2もサポートしています（★課題で文法演習）。
• ステップ3は基本プランではサポートしていません。

「リンゴを」は男性名詞４格 einen

◎ Er isst einen Apfel.

アウトプットの機会がないとせっかく習ったのに忘れてしまう可能性が高いため
オプションの会話レッスンを受講もしくは

◎の状態を知らなければ、書く・話すのが難しいのはもちろん、読んでも聞いても分からないです。

ご自身でアウトプット＋その添削を受ける機会を作ることを推奨します。

単語の並び替えだけでも例のような短文なら通じることもありますが、複雑な文章になると難しいです。

• 重要: 文法を知っている≠文法ができる≠４技能もできる
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ステップ1: 知らない 知っている

• 知識として知っている状態（例: ドイツ語の現在形は人称変化する、essen は不規則活用）
• 「知らない」と「知っている」は雲泥の差で、まず知ることが大切です。

ドイツ語文法をしっかりと勉強したい方
ぜひ一緒に勉強しましょう！お待ちしております:)

ステップ2: 知っている できる

• 実際に頭・手を動かして演習問題等に取り組むことによって「できる」状態になります。
（例: Er ̲̲̲̲ einen Apfel. という穴埋め問題があれば essen を isst と正しく活用できる）

ステップ3: できる

使える

• 文法ができる＝４技能ができるではないので、話せるようになりたいなら話す練習を、読めるように
なりたいなら読む練習を行う必要があります。

• このステップでは「自分の頭で0から考えること（例: 日記を書く, テキストを日本語訳する,
テーマに沿った会話をする等）」＋「添削してもらうこと」が効果的な学習者が多いです。
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上達のステップ３段階

文法はなぜ大事？

