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850 語だけの英語
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入門 Class
Start !

受講生募集



BAS IC  
ENGL ISH

とは？

「覚える」苦労
 からの解放

英文の構造語
の根源的意味
につよくなる

英語を自由に
話し書くため
の最短コース

英米の慣用に
しばられない
国際語を採用

日本語にも良い影響

考える力がつく

BASIC ENGLISH は全部で 850 語。
こ れ だ け で 日 常 レ ベ ル の 2 万 語
に相当する意味内容がカバーでき
る。動詞（作用語）は 16 語だけ
だが、実質的には 4,000 語の動詞
の代用が可能。 少数の語をあやつる練習をとおして、自然

に、英文法が身につく。また、利用度（頻
度ではない！）の高い語で構成されている
の で、BASIC words を 使 っ て、 や っ か い
な英単語を明解に定義づけできる。

まがりなりにも自分の意志
を伝えることが、比較的早
くできるようになる。また、
Full English へ の し っ か り
した土台づくりにもなる。

英米の文化を土壌として生成され
てきた慣用句は、人類全体として
みれば地域性が強い表現とみなさ
れ、意思疎通の障碍にさえなる。

単にコトバ学習にとどまら
ず、分析的に、明晰に考え
る習慣を育ててくれる。あ
いまいな感覚表現におちい
る 語 は BASIC ENGLISH に
は含まれていない。

C.K. オグデン
1889-1957 / イギリス

BASIC ENGLISH 開発者。

今日のコンピュータ・プログラムのアルゴリズム創成の土台

づくりに大いに貢献した名著『意味の意味』(The meaning 
of meaning,1923) の共著者であり、20 種を超える言語に

精通していた天才。

© 相沢佳子『850 語に魅せられた天才 C.K. オグデン』、北星堂、2007



森本 武
NPO K's Point 代表
嵯峨美術大学・嵯峨美術短期大学前学長。

時間、金、労力を最小に一定効果を得る英語学習法を独自に模索した結果
Ogden の考案した BASIC ENGLISH (BE) にたどり着いた。一般成人向け英語
教室や大学、大学院での芸術文献講読の演習科目などをとおして BE の指導
にあたってきた。

講師

英語は、今や、英国、米国の母国語であるというより、地球人の意識をつ
なぐ共通の道具となっています。

科学におけるラテン語やドイツ語、政治・外交におけるフランス語などの優

位性が過去には広く知られていましたが、今やあらゆる活動において英語が
コミュニケーションの主流となっています。その結果、英語自体が民族的な

色合いを薄めながら、人類標準の道具として変容しつつあります。

Kʼs Point の BASIC ENGLISH Class は、語学の天才であり、コンピュータ言

語の基礎となった意味論 (Semantics) の創始者 C.K.Ogden が創案した「850

語だけの英語小宇宙」、BASIC ENGLISH を学べる稀な教室です。

BASIC ENGLISH の学習は、選び抜かれた最重要な基本単語の意味と語感を

深く理解し、英語の構造的特質をスッキリ把握できる利点をもっています。

中学英語につまづき英語嫌いになった方、正確に英語を読みとりたい方、

英語で議論がしたい方、言語運用力を鍛え日本語による思考力も改善した
い方、考えを合理的に整理する頭脳の訓練強化など種々の理由で英語に再

挑戦したい、あるいは英語学習を根本的に見直したい方に BASIC ENGLISH 
をおすすめします。

最強のミニマル英語
850 語の英語 のススメ

BASIC ENGLISH 



850 BASIC ENGLISH WORDS



内容と料金

会場

K's Point 研求センター
〒 617-0004  京都府向日市鶏冠井町秡所 25-1 
コーポシオン 209　

▶ 阪急京都線「西向日」東口より 徒歩 4 分

入門Class 応用Class

回数

授業時間

開講日時

受講料

月 2 回（全 14 回）
 7 ヶ月で修了

月 1 回
修了の区切なし。毎月新しいテキスト使用

2.5 時間

毎月第 2・4 土曜 
午後 2:00-4:30

毎月第 2 日曜   午前 10:00-12:30
毎月第 4 木曜   午後 1:00-3:30

一般  30,000 円
会員  25,000 円
 65 歳以上無料

2.5 時間

BASIC ENGLISH を活用して、英語の基礎的理
解力を養います。特に、個々の基本語のもつ
イメージの感覚的理解を重視しています。中
高生から大人の英語初心者までご参加いただ
けるクラスです。 

優れた BASIC ENGLISH の文章や 2,000 語ま
での語彙レベルの英文を教材に、実用的英語
能力を鍛えます。精度の高い読解力、伝えた
い意図に最適な作文力を身につけることと同
時に、合理的、合目的な思考法を育成します。

一般  2,500 円／回　
会員  2,000 円／回
会員限定回数チケット  1 回分
10 回分 15,000 円。K's Point 主催のイベント
全般にご利用いただけます。（一部を除く）

● 定員は各クラス 6 名です。● K's Point の会員登録を希望される方は、本会ウェブサイト www.kspoint.com をご覧ください。

テキスト代込
Homework

添削つき

後方の棟
2 階

14 回受講いただくコースです
いつからでも、単回でもご参加いただけます

両日程とも授業内容は同じです。



毎月新しいテキストをご用意します。ウェブサイトに掲載（希望者にはメール
配信）するものに目を通してきてください。

2022

2023

Schedul 2022-2023

入門
Class

応用
Class

8/13

8/27

9/10

9/24

10/8

10/22

11/12

11/26

12/10

12/24

1/7

1/21

2/11

2/25

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

英語の歴史と言語的特異性／名付けから言語は産まれた

BE における「対立する語彙」／ it という不思議な語

16 の動詞（機能語）の概説／動詞 be, do, seem, see 

動詞 1  come, go, have, keep

動詞 2  say, put, let, send ／「意味論」解説

動詞 3  give, take, get, make

助動詞   may, will ／基本文型 (1) ／ BE WORD 解説：some, any

前置詞 1  on, off, from, over ／ BE WORD 解説：another, other

前置詞 2  up, down, back, between, at

時制／関係詞 who, which, how, why

完了形／関係詞 that, what

仮定法／基本文型 (2)

前置詞 in, of, with ／ as の用法

基本文型 (3) ／ BE のテキストリーディング

毎月第 2・4 土曜  午後 2:00-4:30

毎月 第 2 日曜   午前 10:00-12:30 ／ 第 4 木曜   午後 1:00-3:30

（BASIC ENGLISH (BE) の名詞について） 

・受講生の理解度、関心に応じて一部変更が生じることもあります。ご了承下さい。

BASIC ENGLISH Class


