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(Track 01) 

 

笠原校長からのメッセージ 
Message 

Hello, and thank you for listening to Kasahara’s Quick English 
program. I’m the author, Yoshi Kasahara. Now, let us begin with our 
introductions. 
The narrators are; Lori Davis, Will Geluk, Aaron 
Franco, Marie-Louise Ostler, and Yuko Todokoro.  
This audio program consists of “the 5 Step Listening Program” and 
“the 4 Step Speaking Program”. Both of them, registered patents in 
Australia, are designed to improve your English very quickly. What’s 
more, this material has a lot of important things such as essential 
vocabulary, useful expressions and sentence structure. 
I hope you’ll improve your English very quickly and use it for the 
rest of your life! 

 
(Track 02) 

この高速メソッドコースには、全ての Story listening が「５ステップ・ リ

スニング」、つまり「5 段階高速リスニング」で、そして、（全ての） 

Speaking lessons が「４ステップ・スピーキング」つまり「４段階高速 ス

ピーキング」で収録されています。 
 

 

５ステップ・リスニング、４ステップ・スピーキングとも、強固な英語 力

を身につけていくことができる画期的な英語学習法です。 

 
この画期的な「笠原メソッド」は、日本と韓国、オーストラリアで特許を取得、

また、「高速メソッド」は特許庁から登録商標を取得しています。 
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そして、笠原禎一の著作、高速メソッドシリーズの書籍は、どれもベストセ

ラーになり、すでに、その効果を実感されている多くの読者から支 持され

ています。 

↓ それでは、実際の学習に入る前に、ウォームアップです。 

「笠原メソッド」の「５ステップ・リスニング」を体験してみましょう。 
 

 

【英文のみ】 
 
Lori: Please stay with the tour. It's easy to get lost in the market 
district. 
Marie: What should we do if we get separated? 
Lori: You should wait for the tour bus on the corner of Riverview 
Drive and Market Street. 
 
【笠原訳】 
 

 
Lori:  
Please お願いします stay いてください with the tour. ツアー とともに／ 

It's easy それは簡単です to get lost 迷ってしまう事は in the market 
district. 市場の地区では／ 
Marie:  
What 何を should we do 私たちはしたらいいですか if もし も we get 
separated? 私たちがはぐれてしまったら／ 

Lori:  
You should wait あなたたちは待つべきです for the tour bus ツアーバスを 

on the corner 角で of Riverview Drive and Market Street. リバーヴュード

ライブとマーケットストリートの／ 
 
 

いかがでしたか。 このように「５ステップ・リスニング」は、音声の速度

をノーマルスピードとおよそ 2 倍の高速スピードとを組み合わせ、段階的に

リスニン グすることで、あなたのリスニング力、スピーキング力を中心に、

英語 を自由自在に操る能力を身につける学習法なのです。 
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それでは、「５ステップ・リスニング」の各ステップを簡単に説明し まし

ょう。 
 

 

☆First Step 
英文だけをノーマルスピードで聴きます。 
 

 

☆Second Step 
英文と笠原訳をノーマルスピードで聴きます。 
 

 

☆Third Step 
英文と笠原訳をおよそ 2 倍の高速スピードで聴きます。 
 

 

☆Fourth Step 
英文だけをおよそ 2 倍の高速スピードで聴きます。 
 

 

☆Fifth Step 
英文だけをノーマルスピードで聴きます。 
 
 
 

この「５ステップ・リスニング」では、あなたのリスニング力が飛躍 的

に高められるだけでなく、本書に出てきた英語の大切なボキャブラリ 

ー、英語の語順で理解する力などが全て一緒にあなたの脳にインプット さ

れます。笠原禎一の著書「高速メソッド」シリーズで体験済みの方は、 その効

果を既に実感されていることでしょう。 

このように、「５ステップ・リスニング」は、リスニング力を飛躍的 に高

めるだけにとどまらない、画期的な英語学習法であるということか ら多く

の方々 に支持されてきました。 
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それでは、次に「４ステップ・スピーキング」を体験してみましょう。 
 

【日本文と英文】 

「冷蔵庫の中にあったハムはどこにいったの？」 

⇒Where is the ham that was in the refrigerator? 
 
【スピーキング笠原訳】 

 
どこにありますか？  →Where is 
 
 
 
そのハムは →the ham 
 
 
 
そして、それはありました   →that was 
 
 
 
冷蔵庫の中に  →in the refrigerator?／ 
 

いかがでしたか。 
 

 

それでは、「4 ステップ・スピーキング」の各ステップを説明しまし ょ

う。 
 

 

☆First Step ノーマルスピードで、日本文を聴き、その直後に、日本文に対

応した英文を聴きます。 
 

 

☆Second Step ノーマルスピードで、笠原訳ごとに、笠原訳に対応した英語

のセグメン トを聴きます。 
 

 

☆Third Step 
およそ 2 倍の高速スピードで、笠原訳ごとに、笠原訳に対応した英語の セ

グメントを聴きます。 

☆Fourth Step ノーマルスピードで、日本文を聴き、その直後に、日本文に
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対応した英文を聴きます。 
 

この「４ステップ・スピーキング」をさまざまな文で実行していくこ とに

よって、頭の中にある言いたいことを英語にするときに、何を文頭に持っ

てくるべきか、どのようにつなげていったらいいかを反射的に判断し、瞬間

的にスムーズに口に出せる能力が効率良くつくられていきます。これを「笠

原メソッド」では、「スピーキング回路」と呼んでいま す。 

「５ステップ・リスニング」で身につけた英語力をスピーキングに活かし

ていくには、この「スピーキング回路」の構築が欠かせません。 

このようにして「スピーキング回路」ができあがってくると「５ステッ

プ・リスニング」で身につけた英語力がスピーキングでも発揮されるように

なるわけです。  

それでは、楽しく学していきましょう。 
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≪Story Listening：5 Step-Listening≫ 
 
(Track 03) 

Skit 1 
 

May I speak to Mr. Bill Carter? 
 

ビル・カーター様をお願いします。 
 
 
Alice： 

Hello. もしもし／ May I speak 私は話してもいいですか to Mr. Bill 
Carter, ビル・カーター様と please? お願いします／ 

 
Robert： 

Certainly, かしこまりました may I ask お尋ねしてもいいですか 

who’s calling? どなたがお電話をしているか／ 

 
Alice： 

This is Alice Roberts. こちらはアリス・ロバーツです／ 

 
Robert： 

Thank you. 有難うございます／ Please お願いします hold そのままにして

ください the line. 回線を／ 
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(Track 13) 

Skit 11 
 

Could you ask her to call me back? 
 

折り返しお電話をいただけますか？ 
 
 
Craig： 

Hello. もしもし／ May I speak お話してもいいですか to Ms. 
Amanda Johnson, アマンダ・ジョンソン様と please? お願いします 

／ 
 

 

Sarah： 

I’m sorry, 申し訳ございません she is out. 彼女は外出しています／ 

 
Craig： 

Could you ask 頼んでいただけますか her 彼女に to call 電話するこ とを 

me 私に back? 折り返し／ 

 
Sarah： 

Sure. はい／ I’ll tell 私は伝えます her. 彼女に／ 
 
 
 
 
 

≪Vocabulary & Structure Building≫ 

□ Could you ask her to call me back?：折り返しお電話をいただける 

ようにお伝えできますか？ 
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