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デジタルデータビューアー DD-IC500S

デジタルデータビューアー
取扱説明書・保証書
Operating Instructions on page 158
お買い上げいただきありがとうございます。
電気製品は安全のための注意事項を守らない
と、火災や人身事故になることがあります。
この取扱説明書は、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の
取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みの
うえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
いつでも見られるところに必ず保管してください。

DD-IC500S
©2002 Sony Corporation

裏表紙に保証書が印刷されています。

安全のために
ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電
気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電など
により人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次
のことを必ずお守りください。

v

安全のための注意事項を守る

8〜9ページの注意事項をよくお読みください。
故障したら使わない
動作がおかしくなったら、すぐにお買い上げ店またはソニーサー
ビス窓口に修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら
変な音・においがしたら、
煙が出たら

1 電池を取り出す

b

2 お買い上げ店または
ソニーサービス窓口
に修理を依頼する

警告表示の意味
取扱説明書および製品で
は、次のような表示をし
ています。表示の内容を
よく理解してから本文を
お読みください。

この表示の注意事項を守
らないと、火災・感電・
漏液・発熱・破裂などに
より死亡や大けがなどの
人身事故が生じます。

この表示の注意事項を守
らないと、火災・感電な
どにより死亡や大けがな
ど人身事故の原因となり
ます。

この表示の注意事項を守
らないと、感電やその他
の事故によりけがをした
り周辺の家財に損害を与
えたりすることがありま
す。

注意を促す記号

行為を禁止する記号
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この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラ
ジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

本機に収録した各辞典の内容は、本書に記載の出版社および編者の著作物を各社のご協力を
得て編集したものです。
本機に収録されているデータの一部または全部および本書に記載されている著作物（イラス
トや関連ドキュメント等）の一部または全部を無断で複写することは、著作権法で禁止され
ています。
また、個人としてご利用になるほかは、当社に無断では使用できませんのでご注意ください。

本機には次の辞書が収録されています
研究社
リーダーズ英和辞典 第2版
監修カタカナ発音英単語検索辞典
新和英中辞典 第4版
コンピュータ英語情報辞典
岩波書店
岩波国語辞典 第六版
オックスフォード

DHC
英会話とっさのひとこと辞典
講談社インターナショナル
英語で話す「日本」Q&A
三修社
監修ペラペラ・英米旅行会話
監修ペラペラ・ドイツ旅行会話
監修ペラペラ・フランス旅行会話

オックスフォード現代英英辞典 第6版

監修ペラペラ・スペイン旅行会話

オックスフォードコンサイス類語辞典

監修ペラペラ・イタリア旅行会話

学研
監修漢字字典
四字熟語早引き辞典
暮らしのことわざ早引き辞典
カタカナ新語実用辞典
英文手紙用例辞典
世界の名言・名句
監修世界の料理・メニュー辞典
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暮らしのことわざ早引き辞典を使う ....................................... 60
ことわざを調べる .......................................................................... 60
ことわざをキーワードで調べる（キーワード検索）....................... 61
ことわざを分類から調べる ............................................................ 62
カタカナ新語実用辞典を使う .................................................. 64
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下記の注意事項を守らないと火災・感電
により死亡や大けがの原因となります。

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異
物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、電池をはずして、
お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

推奨品以外の電池を使わない
破裂・液漏れや、過熱などにより、火災、けがや周囲の汚損の
原因となります。

運転中は使用しない

• 自動車、オートバイなどの運転をしながら表示画面を見るこ
とは絶対におやめください。交通事故の原因となります。

• また、歩きながら使用するときも、事故を防ぐため、周囲の
交通や路面状況に充分にご注意ください。

下記の注意事項を守らないとけがをしたり周辺の家財に

損害を与えたりすることがあります。
ぬれた手で本体をさわらない
感電の原因となることがあります。

液晶画面のガラスに注意
画面（表示部）はガラスでできています。画面をひねる、また
本体を落としたり、肘などをついたり、重いものを載せたりす
ると、割れてしまい、破片でケガをすることがあります。
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電池についての安全上のご注意
液漏れ・破裂・発熱・発火による大けがや失明を避けるため、下記の注
意事項を必ずお守りください。
本機では以下の電池を
お使いいただけます。
電池の種類について

乾電池が液漏れしたとき
乾電池の液が漏れたときは素手で液をさわらない

は、電池本体上の表示

液が本体内部に残ることがあるため、お客様ご相談センター

をご確認ください。

またはソニーサービス窓口にご相談ください。
液が目に入ったときは、失明の原因になることがあるので目

乾電池

をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で充分洗い、た

単4形

だちに医師の治療を受けてください。
液が身体や衣服についたときも、やけどやけがの原因になる

（13ページ）

ので、すぐにきれいな水で洗い流し、皮膚に炎症やけがの症
状があるときには医師に相談してください。

•
•
•
•

機器の表示に合わせて＋と−を正しく入れる。
充電しない。
火の中に入れない。分解、加熱しない。
コイン、キー、ネックレスなどの貴金属類と一緒に携帯・保管
しない。ショートさせない。

• 液漏れした電池は使わない。
• 使いきった電池は取りはずす。長時間使用しないときも取りは
ずす。

• 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わな
い。

• 火のそばや直射日光のあたるところ・炎天下の車中など、高温
の場所で使用・保管・放置しない。

• 外装のビニールチューブをはがしたり傷つけたりしない。
• 指定された種類以外の電池は使用しない。
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準備する

各部のなまえ

詳しい説明は、（ ）内のページをご覧ください。

1
8
9
0
qa
qs

2
3
4
5
6
7
1 上ぶた
Cover
2 表示画面
Display
3 電源入／切 キー (14ページ）
Power switch
4 文字／数字 キー (18ページ）
Letter/Number keys
5

登録／削除 キー (17 、99 、
103、104ページ）
Setting screen/Register/Delete key

6 文字サイズ キー (100ページ）
Letter size keys
7 ジャンプ キー (23ページ）
Jump switch
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qd
qf
qg
8 検索モード キー
辞書9巻検索（90ページ）
Search in 9 dictionaries key
リーダーズ／カタカナ発音
（25ページ）
English-Japanese dictionary・
Japanese pronunciation dictionary
key
和英／国語（32、36ページ）
Japanese-English dictionary・
Japanese language dictionary key
英英（39ページ）
English-English dictionary key
類語（45ページ）
Thesaurus dictionary key
漢字／全 15 巻（ 57 、60 、64 、66 、
69 、74 、78 、82 、84 、87 ページ）
Chinese-characters dictionary・
Fifteen dictionaries key

本体裏面

準
備
す
る

qj
qk
qh

9 履歴／暗記帳 キー（22、102、104
ページ）
History/Memo key

qh コントラスト（濃淡調節）つまみ
（13ページ）
Contrast control

0 ジョグダイヤル
Jog-Dial

qj 電池ケース部（13ページ）
Battery compartment

qa
（音引き／あいまいスペル）キー
（20 、28 、42 、48 、93 ページ）
Spell check key

qkリセットボタン(13ページ）
Reset button

qs

・文字決定 キー（20ページ）
Asterisk・&・Select key

qd

キー
Enter key

qf

キー
Cancel key
キー

qg

Cursor keys
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ジョグダイヤル について
ジョグダイヤルを使うと、画面のスクロールや項目選びが簡単にできます。

ジョグダイヤル

スクロールさせる
表示画面に内容を表示しきれない場合は、
ジョグダイヤルを上下に回して画面表示を上
下に動かすことができます。

z 一行ずつスクロールさせるときは
ゆっくりとジョグダイヤルを回します。ジョグダ
イヤルを速く回したり押しながら回したりする
と、項目や表示画面ごとに画面がスクロールしま
す。

項目を選ぶ ジョグダイヤルを上下に回して項目を選びます。

z 画面に

が表示された場合には

ジョグダイヤルを上下に回して、

の指示を表示

させたい項目のところへ移動させ ます。

押す
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ジョグダイヤルを押して決定します。

電池を入れる

準
備
す
る

はじめに、必ず以下の準備をしてください。

手順1：乾電池（付属）を入れる。

4リセットボタンを先の
細いもので押す。
3

1

b

1電池ケースのふたを手前に引い
てから、上に持ち上げる。

2
e

E

2電池（付属）を入れる。
3電池ケースのふたを閉める。
4リセットボタンを押す。

手順2：上ぶたを開ける。

自動的に電源が入ります。

手順3：表示画面の明るさを調節する。
本体右側にあるコントラストつまみで調節してください。
画面が真っ暗のとき、またはうすいときもこのつまみで調節します。

淡くなる

濃くなる
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z 上ぶたの開閉と電源について
上ぶたを開けると、自動的に電源が入ります（電源ポン機能）
。
本機を使用中、上ぶたを閉めると電源が切れます。
上ぶたを開けているときに電源を入り／切りするときは、電源入／切キーを押してくだ
さい。

z 乾電池の残量が少なくなると
画面右下に

マークが表示されます。

電池残量が少ないまま使用すると誤動作、誤表示を起こすこともあります。また、履歴
（102ページ）
、暗記帳
（103ページ）
の情報が消えることもあります。

マークが表示

されたら、早目に電池を交換してください。

z 乾電池を交換したときは、必ずリセットボタン（13ページ）を先の細いもので押
してください。
使用時間： 約 45 時間 （単4形アルカリ乾電池、ソニーの標準測定条件時）
約 18 時間 （単4形マンガン乾電池、ソニーの標準測定条件時）
約 55 時間 （単4形アルカリ乾電池、画面表示で連続放置時）
約 22 時間 （単4形マンガン乾電池、画面表示で連続放置時）
ご注意

• 本機に付属の乾電池は、テスト用です。新しい乾電池にくらべ、使用時間が短いこ
とがあります。

• 本機を使わずに長期間放置しておいても、電池は消耗して容量がなくなります。
この場合、履歴や暗記帳の情報も消えます。

• 電池交換時のメモリー保持時間は約1分間です。この時間以内で新しい電池に交換
すれば、履歴、暗記帳の情報は保持されます。

オートパワーオフ機能について
キー操作がないまま一定時間経つと、見ていた画面を記憶して自動的に電源
が切れます（リジューム機能）。自動的に電源が切れる時間（オートパワーオ
フ時間）は、設定画面（99ページ）で選べます。
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基本操作

文字を入力する
まず、本機での文字の入力のしかたを覚えましょう。

入力画面
入力画面は、以下のように構成されています。

基
本
操
作

入力前の画面（各辞書の表紙画面）

現在使用して
いる辞書
検索モード

入力方法
入力欄

入力中の画面（該当項目画面）

該当項目

該当項目数
入力した文字

15

項目

表示される内容

現在使用し

検索のために選んだ辞書名

ている辞書

（例）「岩波 国語辞典 第六版」など

検索モード

使用している検索の種類

入力方法

ひらがなやカタカナ、英字を入力するときの入力方法
ローマ字 ひらがな カタカナ

英

数

入力欄

入力した文字

該当項目

入力した文字に該当する項目すべて
本文の一部が表示されます。
項目を選ぶときのめやすとなります。

該当項目数

該当項目数が100件未満のときは、全項目数と順番数が表示
されます。
（例） 23 / 93：全部で93の該当項目があり、 マークが23番目の
該当項目を指していることを示しています。

該当項目が100件を越えているときは、
「＞100」が表示され
ます。

z 入力した文字が入力欄を超えるときは
入力した文字は順に左に送られていきます。

16

入力方法を選ぶ
ひらがなやカタカナを入力する方法には、ローマ字入力とひらがな入力があり
ます。
ローマ字入力とは：
文字キーの上のアルファベットを組み合わせて、ローマ字でひらがなとカ
タカナを入力する方法です。組み合わせかたについては、
「ローマ字→かな
対応表」
（108ページ）をご覧ください。

基
本
操
作

ひらがな入力とは：
文字キーに割り当てられたひらがなから、直接入力する方法です。
お買い上げいただいたときは、ローマ字入力の状態になっています。
ひらがなで入力するには、以下の手順にしたがって入力方法の設定を変えて
ください。
ご注意
本書の25ページ以降の「辞書をひく」
の説明でひらがなを入力するときは、すべてロー
マ字で入力する場合の説明をしています。

ひらがな入力にするには

1

各辞書の表紙の画面で、

キーを

押す。
設定画面が出ます。

2

ジョグダイヤルを回して「かな」を
選び、押して決定する。

3

ジョグダイヤルを回して「初期画面に戻る」を選び、押して決定する。
入力画面に戻ります。

z ジョグダイヤルを押すかわりに

キーを押すこともできます。

17

文字を入力する
例 ［和英／国語］キーをくり返し押して表示される「岩波 国語辞典 第六版」の
入力画面で、
「人工」と入力する
ローマ字入力のときは

1

[Z]・[I]キーを押す。

「じ」に該当する項目

1文字入力するごとに、入力した文字に
該当する項目が一覧表示されます。

18

2

[N]・[N]キーを押す。

「じん」に該当する項目

3

[K]・[O]キーを押す。

「じんこ」に該当する項目

4

[U]キーを押す。

「じんこう」に該当する項目

ひらがな入力のときは

1

[S]（ざ）キーを2回押す。

「じ」に該当する項目

[S] キーを1回押すと「ざ」が、もう1回
押すと「じ」が表示されます。
押すごとに、
「ざ」
、
「じ」
、
「ず」
、
「ぜ」
、
「ぞ」・・・と切り換わります。

2

[L]（ん）キーを1回押す。

「じん」に該当する項目

3

[W]（か）キーを5回押す。

「じんこ」に該当する項目

4

[Q]（あ）キーを3回押す。

「じんこう」に該当する項目

基
本
操
作
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ひらがな入力中、こんなときは

以下のように操作します

同じキーに割り当てられた文字

はじめの文字を文字のキーで入力したあ

が続くときは

と、

（文字決定）キーを押して確定

する。続いて次の文字を入力する。
例）あう：[Q]・

濁点を付けるには

・[Q]・[Q]・[Q]

文字のキーを押してから、 [Z]（゛゜）
キーを1回押す。
例）ぎゃ：[H]・[Z]

半濁点を付けるには

文字のキーを押してから、 [Z]（゛゜）
キーを2回押す。
例）ぴゃ：[V]・[Z]・[Z]

小文字（ぁぃぅぇぉゃゅょ

文字のキーを押してから、[X](小文字）

っゎ）を入力するには

キーを1回押す。
例）ふぃ：[Y]・[Y]・[Y]・[Q]・[Q]・[X]

音引き（ー）を入力するには

z

キーを押す。

[Z] キー、[X]キーについて

1回押すごとに表示が切り換わります。
例）[Z]キー ：
「が」t「か」t「が」
、「ば」t「ぱ」t「は」t「ば」
[X]キー ：
「ゃ」t「や」t「ゃ」

入力した文字を修正する
入力した文字を修正するには、
えていきます。

20

キーを押します。終りから1文字ずつ消

ことばを調べる
文字を入力して該当項目が一覧表示されたら、調べたい言葉を決定します。

例 18ページで入力した「じんこう」で始まることばの中から、「人工」を調べ
る

1

ジョグダイヤルを回して

を移動

基
本
操
作

させ、調べたい項目を選ぶ。

2

ジョグダイヤルを押して決定する。
「人工」の検索結果が表示されます。

検索結果を見る
検索結果の画面には、以下のような表示が出ます。
参照項目の表示

検索辞書
見出し語

項目
検索辞書

内容
現在表示している辞書。
ジャンプ機能（23、24ページ）を使って検索を続けた場合
は、検索のときに選択した辞書が表示される。

参照項目

関連項目を見ることができる。
ジョグダイヤルを回して参照したい項目の
（

見出し語

を反転

）させ、押す。

現在表示している本文の見出し語。
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検索結果画面でのキー操作
こんなときは

こうします

画面を上に送る

ジョグダイヤルを上に回す。

画面を下に送る

ジョグダイヤルを下に回す。

前の項目または前の

ジョグダイヤルを速く上に回す。

ページを表示する
次の項目または次の

ジョグダイヤルを速く下に回す。

ページを表示する
各検索モードへ移る

［辞書9巻検索］キー、
［リーダーズ／カタカナ
発音］キー、［和英／国語］キー、［英英］キー、
［類語］キー、［漢字／全15巻］キー
を押す。

文字サイズを変える

［文字サイズ］キーを押す（100ページ）。

1つ前の画面に戻る

キーを押す。

ほかのことばを調べる 検索結果画面で次に調べたいことばを入力する。
（連続検索）

z ジョグダイヤルのかわりにキーを使って操作することもできます。
ジョグダイヤルを速く回す ：

または

ジョグダイヤルを押す

キーを押す

：

キーを押す

その他使えるキーについて
キー
履歴／暗記帳

働き
履歴を見る（102ページ）。／暗記帳を使う（103ペー
ジ）
。
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ジャンプ

英単語のジャンプ機能を使う（23ページ）。

登録

暗記帳に登録する（103ページ）。

関連項目を見る（ジャンプ機能）
検索結果画面の本文中に英単語があるときは
その英単語の意味を調べることができます。
（英単語ジャンプ）
例）18ページの「人工」の検索結果画面でジョグダイアルを下に回して出
てくる「人工知能」の中の「intelligence」を調べる

1

検索結果画面で、［ジャンプ］キーを
押す。

基
本
操
作

画面の本文中の最初の英単語が選ばれ
て、文字の白黒が反転します。
（ジャン
プモード）
ジャンプモードを解除したいときは、
も う 一 度［ ジ ャ ン プ ］キ ー を 押 す か
キーを押します。

2

英単語が複数表示されている場合
は、ジョグダイヤルで反転を移動さ
せ、調べたい英単語を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
該当項目と検索辞書の種類がいっしょ
に表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい検索辞書
の種類と項目を選ぶ。

23

5

ジョグダイヤルを押す。

英英辞書を選んだときの例

ジャンプ先の検索結果が表示されま
す。
キーを押すと、ジャンプする前
の画面に戻ります。
選んだ検索辞書

z ジャンプ先の本文中の英単語をさらに調べることができます。
23、24ページの操作をくり返してください。
ご注意
ジャンプモードの画面で白黒が反転してもジャンプ先がない場合があります。その場
合は、
「該当項目はありません。」と表示され、もとの画面に戻ります。

検索結果画面の本文中に

マークがあるときは

検索したことばに関連する項目があり、それらの関連項目をさらに調べるこ
とができます。（参照ジャンプ）
例）18ページの「人工」の関連項目「天然」を参照する

1

検索結果画面で、ジョグダイヤルを
回して、参照したい関連項目の
を反転（

2

）させる。

ジョグダイヤルを押す。
検索結果が表示されます。
キーを押すと、ジャンプする前
の画面（「人工」の検索結果画面）に戻り
ます。

z ジャンプ先の本文中の

付きのことばをさらに調べることができます。

このページの操作をくり返してください。
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辞書をひく

リーダーズ英和辞典を使う
英和辞典をひく（前方一致検索）
英単語を入力して意味を調べます。

例 英単語「lock」を調べる

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
押して「研究社 リーダーズ 英和辞
典」の「英和」を反転させる。

2

[L]・[O]・[C]・[K] と入力する。

辞
書
を
ひ
く

該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「lock1」の検索結果が表示されます。

•

キーを押すと、手順2の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られま
す。

• 本文中に他の英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャンプ

することができます。（23、24ページ）

z

調べたい英単語のスペルが間違っていても「あいまい検索」を使って調べること

ができます。
詳しくは、28ページをご覧ください。
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単語の終わりから調べる（後方一致検索）
調べたい単語の後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、
「＊」
（
キー）に続けて入力します。

例 「year」で終わる単語を調べる

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
押して「研究社 リーダーズ 英和辞
典」の「英和」を反転させる。

2

・[Y]・[E]・[A]・[R] と入力す
る。
該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「calendar year」を調べたとき
の例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

26

スペルの一部がわからない単語を調べる（ワイルドカード検索）
調べたい単語のスペルの一部がわからないときは、わからない文字の部分
に「＊」
（

キー）を入力して調べます。

例 「mathematics」のスペルがあいまいなとき、

を入力して検索する

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
押して「研究社 リーダーズ 英和辞
典」の「英和」を反転させる。

2

[M]・[A]・

・[T]・[I]・[C]・[S] と

入力する。
該当項目が表示されます。

3

辞
書
を
ひ
く

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「mathematics」の検索結果が表示さ
れます。

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1単語につき1か所のみです。
「＊」を入力すると、
「＊」の部
分になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

27

うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）
うろ覚えの英単語でも、似たスペルの英単語から調べることができます。

例 「schedule」を、うろ覚えのスペル「skedule」を入力して検索する

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
押して「研究社 リーダーズ 英和辞
典」の「英和」を反転させる。

2

[S]・[K]・[E]・[D]・[U]・[L]・[E] と
入力する。
右の画面のようなメッセージが表示さ
れます。

3

（あいまいスペル）キーを押す。
該当すると思われる単語が表示されま
す。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「schedule」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

28

カタカナ発音で英単語を探す（カタカナ発音英単語検索辞典）
発音をカタカナで入力して英単語を調べます。

（school）という英単語を調べる
例 「スクール」

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
くり返し押して「研究社 リーダーズ
英和辞典」の「カタカナ発音」を反
転させる。

2

[S]・[U]・[K]・[U]・

・[R]・[U] と

入力する。
該当項目が表示されます。

3

辞
書
を
ひ
く

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「school1」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
ご注意
カタカナ検索では、後方一致検索やワイルドカード検索、あいまい検索ができませ
ん。
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成句（英熟語）を調べる
成句を構成するそれぞれの単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調べ

ます。

例 「so far as」を調べる

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
くり返し押して「研究社 リーダーズ
英和辞典」の「成句」を反転させ
る。

2

[S]・[O]・

・[F]・[A]・[R]・

[A]・[S]・

と入力する。

・

「so far as」を含む該当項目が表示さ
れます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「so far as」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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辞書に出てくる用例を調べる
用例に含まれる単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調べます。

例 「time」と「money」が含まれる用例を調べる

1 ［リーダーズ／カタカナ発音］キーを
くり返し押して「研究社 リーダーズ
英和辞典」の「用例」を反転させ
る。

2

[T]・[I]・[M]・[E]・
[N]・[E]・[Y]・

・[M]・[O]・

と入力する。

「time」と「money」を含む該当項目
が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「Time is money.」を調べたとき
の例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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辞
書
を
ひ
く

研究社 新和英中辞典を使う
和英辞典をひく（前方一致検索）
日本語を入力して、それに対応する英語を調べます。

例 「歌劇」を調べる

1 ［和英／国語］キーをくり返し押して
「研究社 新和英中辞典」の「和英」を
反転させる。

2

[K]・[A]・[G]・[E]・[K]・[I] と入力
する。
該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「歌劇」の検索結果が表示されます。

•

キーを押すと手順2の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られ
ます。

• 本文中に英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャンプす

ることができます。（23、24ページ）

32

単語の終わりから調べる（後方一致検索）
調べたい日本語の後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、「＊」
（
キー）に続けて入力します。

例 「かぜ」で終わる単語を調べる

1 ［和英／国語］キーをくり返し押して
「研究社 新和英中辞典」の「和英」を
反転させる。

2

・[K]・[A]・[Z]・[E] と入力す
る。
該当項目が表示されます。

3

辞
書
を
ひ
く

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「涼風」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）
調べたいことばの一部がわからないときは、わからない文字の部分に「＊」
（

キー）を入力して調べます。

（
例 「インスピレーション」ということばのあいまいな部分に、「＊」

キー）

を入力して検索する

1 ［和英／国語］キーをくり返し押して
「研究社 新和英中辞典」の「和英」を
反転させる。

2

[I]・[N]・[N]・

・[S]・[Y]・[O]・

[N]・[N] と入力する。
該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「インスピレーション」の検索結果が表
示されます。

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1単語につき1か所のみです。
「＊」
を入力すると、
「＊」
の部分
になにかの文字列が入る単語が該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

34

辞書に出てくる用例を調べる
用例に含まれる単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調べます。

例 「time」と「money」が含まれる用例を調べる

1 ［和英／国語］キーをくり返し押して
「研究社 新和英中辞典」の「用例」を
反転させる。

2

[T]・[I]・[M]・[E]・
[N]・[E]・[Y]・

・[M]・[O]・

と入力する。

「time」と「money」を含む該当項目
が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「Time is money.」を調べたとき
の例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

35

辞
書
を
ひ
く

岩波国語辞典を使う
ことばを調べる（前方一致検索）
ことばの始まりの部分を入力して意味を調べます。

例 「人工」を調べる

1 ［和英／国語］キーをくり返し押して
「岩波 国語辞典 第六版」の「国語」
を反転させる。

2

[Z]・[I]・[N]・[N]・[K]・[O]・[U] と
入力する。
該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「人工」の検索結果が表示されます。

•

ボタンを押すと、手順2の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られま
す。

• 本文中に英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャンプする

ことができます。（23、24ページ）

36

ことばの終わりから引く（後方一致検索）
調べたいことばの後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、
「＊」
（
キー）に続けて入力します。

例 「みず」で終わることばを調べる

1 ［和英／国語］キーをくり返し押して
「岩波 国語辞典 第六版」の「国語」
を反転させる。

2

・[M]・[I]・[Z]・[U] と入力す
る。
該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「打（ち）水」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

37

辞
書
を
ひ
く

つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）
調べたいことばのつづりの一部がわからないときは、わからない文字の部
分に「＊」
（

キー）を入力して調べます。

（
例 「二毛作」の「毛」がわからないとき、「＊」

キー）を入力して検索して

みる

1 ［和英／国語］をくり返し押して
「岩波 国語辞典 第六版」の「国語」
を反転させる。

2

[N]・[I]・

・[S]・[A]・[K]・[U] と

入力する。
該当項目が表示されます。

3

項目が複数ある場合は、ジョグダイ
ヤルで調べたい項目を選び、押す。
「二毛作」の検索結果が表示されます。

z 「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1つのことばにつき1か所のみです。
「＊」
を入力すると、
「＊」
の部分になにかの文字列が入ることばが、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

38

オックスフォード現代英英辞典を使う
英英辞典をひく（前方一致検索）
英単語を入力して、英語で意味を調べます。

例 英単語「lock」を調べる

1 ［英英］キーを押して「オックス
フォード現代英英辞典」の「英英」
を反転させる。

2

[L]・[O]・[C]・[K] と入力する。

辞
書
を
ひ
く

該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「lock」の検索結果が表示されます。

•

キーを押すと、手順2の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の説明にジャン
プすることができます。（23、24ページ）

z

調べたい英単語のスペルが間違っていても「あいまい検索」を使って調べること

ができます。
詳しくは、42ページをご覧ください。

39

単語の終わりから調べる（後方一致検索）
調べたい英単語の後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、
「＊」
（
キー）に続けて入力します。

例 「year」で終わる英単語を調べる

1 ［英英］キーを押して「オックス
フォード現代英英辞典」の「英英」
を反転させる。

2

・[Y]・[E]・[A]・[R] と入力す
る。
該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「calendar year」を調べたとき
び、押す。

の例

検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

40

スペルの一部がわからない単語を調べる（ワイルドカード検索）
調べたい英単語のスペルの一部がわからないときは、わからない文字の部
分に「＊」
（

キー）を入力して調べます。

（
例 「automatic」のスペルがあいまいなとき、「＊」

キー）を入力して検索

する

1 ［英英］キーを押して「オックス
フォード現代英英辞典」の「英英」
を反転させる。

2

[A]・[U]・[T]・[O]・

・[T]・[I]・

[C] と入力する。

辞
書
を
ひ
く

該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「automatic」の検索結果が表示されま
す。

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1単語につき1か所のみです。
「＊」
を入力すると、
「＊」の部分
になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

41

うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）
うろ覚えの英単語でも、似たスペルの英単語から調べることができます。

例 「schedule」を、うろ覚えのスペル「skedule」を入力して検索する

1 ［英英］キーを押して「オックス
フォード現代英英辞典」の「英英」
を反転させる。

2

[S]・[K]・[E]・[D]・[U]・[L]・[E] と
入力する。
右の画面のようなメッセージが表示さ
れます。

3

（あいまいスペル）キーを押す。
該当すると思われる単語が表示されま
す。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「schedule」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

42

成句（英熟語）を調べる
成句を構成するそれぞれの英単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調

べます。

例 「so far as」を調べる

1 ［英英］キーをくり返し押して「オッ
クスフォード現代英英辞典」の「成
句」を反転させる。

2

[S]・[O]・

・[F]・[A]・[R]・

[A]・[S]・

と入力する。

・

「so far as」
を含む該当項目が表示され

辞
書
を
ひ
く

ます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「so far as 」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

43

辞書に出てくる用例を調べる
用例に含まれる英単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調べます。

例 「time」と「money」が含まれる用例を調べる

1 ［英英］キーをくり返し押して「オッ
クスフォード現代英英辞典」の「用
例」を反転させる。

2

[T]・[I]・[M]・[E]・
[N]・[E]・[Y]・

・[M]・[O]・

と入力する。

「time」と「money」を含む該当項目が
表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「Nobody had much money...」
び、押す。

を選んだときの例

検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

44

オックスフォード類語辞典を使う
類語辞典をひく（前方一致検索）
英単語を入力して、似た意味を持つ他の英単語を調べます。

例 英単語「call」を調べる

1 ［類語］キーを押して「オックス
フォード類語辞典」の「類語」を反
転させる。

2

[C]・[A]・[L]・[L] と入力する。

辞
書
を
ひ
く

該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「call」の検索結果が表示されます。

•

キーを押すと、手順2の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の説明にジャン
プすることができます。（23、24ページ）

z

調べたい英単語のスペルが間違っていても「あいまい検索」を使って調べること

ができます。
詳しくは、48ページをご覧ください。

45

単語の終わりから調べる（後方一致検索）
調べたい英単語の後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、
「＊」
（
キー）に続けて入力します。

例 「day」で終わる英単語の類語を調べる

1 ［類語］キーを押して「オックス
フォード類語辞典」の「類語」を反
転させる。

2

・[D]・[A]・[Y] と入力する。
該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「holiday」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

46

スペルの一部がわからない単語の類語を調べる（ワイルドカード検索）
調べたい英単語のスペルの一部がわからないときは、わからない文字の部
分に「＊」
（

キー）を入力して調べます。

（
例 「automatic」のスペルがあいまいなとき、「＊」

キー）を入力して検索

する

1 ［類語］キーを押して「オックス
フォード類語辞典」の「類語」を反
転させる。

2

[A]・[U]・[T]・[O]・

・[T]・[I]・

[C] と入力する。

辞
書
を
ひ
く

該当項目が表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「automatic」の検索結果が表示されま
す。

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1単語につき1か所のみです。
「＊」
を入力すると、
「＊」の部分
になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

47

うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）
うろ覚えの英単語でも、似たスペルの英単語から調べることができます。

例 「schedule」を、うろ覚えのスペル「skedule」を入力して検索する

1 ［類語］キーを押して「オックス
フォード類語辞典」の「類語」を反
転させる。

2

[S]・[K]・[E]・[D]・[U]・[L]・[E] と
入力する。
右の画面のようなメッセージが表示さ
れます。

3

（あいまいスペル）キーを押す。
該当すると思われる単語が表示されま
す。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「schedule」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

48

成句（英熟語）の類語を調べる
成句を構成するそれぞれの英単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調

べます。

例 「look up」を調べる

1 ［類語］キーをくり返し押して「オッ
クスフォード類語辞典」の「成句」
を反転させる。

2

[L]・[O]・[O]・[K]・

・[U]・[P] と入

力する。
「look up」を含む該当項目が表示され

辞
書
を
ひ
く

ます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「 look up 」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

49

辞書に出てくる用例を調べる
用例に含まれる英単語を「&」
（

キー）で区切って入力して調べます。

例 「time」と「money」が含まれる用例を調べる

1 ［類語］キーをくり返し押して「オッ
クスフォード類語辞典」の「用例」
を反転させる。

2

[T]・[I]・[M]・[E]・
[N]・[E]・[Y]・

・[M]・[O]・

と入力する。

「time」と「money」を含む該当項目が
表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「expend time and money...」
び、押す。

を選んだときの例

検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の中に他に調べたい英単語があるときは、それらの単語の意味を調

べることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

50

学研監修漢字字典を使う
漢字を調べる
調べたい漢字を構成するパーツ（部品）の読み・漢字の読み・部首名・総画
数・パターン（構造）の中から、わかっている条件を入力して調べます。

検索条件について

• パーツ読み
漢字を各パーツ（部品）に分解したときの各パーツの読みかたを「&」
（
キー）で区切って入力します。
例）
「 朧 」を 調 べ た い 場 合 、「 月 」と「 龍 」と い う パ ー ツ に 分 解 し 、
[T]・[U]・[K]・[I]・

・[R]・[Y]・[U]・[U] と入力します。

辞
書
を
ひ
く

• 音訓読み
漢字の音読みや訓読みを、「&」
（

キー）で区切って入力します。

• 部首名
漢字の部首のなまえを入力します。1つの漢字は1つの部首だけで分類さ
れていますが、部首の呼びかたが2つ以上わかる場合、「&」
（

キー）で

区切って入力します。

• 総画数
漢字の画数を数字キーで入力します。

• パターン
ジョグダイヤルで_（カーソル）を「パターン」に移動させると、パターン
（構造）の一覧小画面が出ます。調べたい項目をジョグダイヤルまたは数
字キーで選びます。
例）
「詔」を調べたい場合、

の「

左右」を選びます。

51

漢字のパターン（構造）には以下の6種類があります。
パターン（型）

例

（上下）

「杏」など

（左右）

「利」など

（たれ）

「灰」など

（にょう）

「近」など

（かまえ）

「国」など

（全体）

「戒」など

* どれに分類するかわからないものは■（全体）にしてください。
または、
「パターン」には条件を入力しないで検索します。

例 「側」という漢字を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーを押して「漢
字字典」を選ぶ。

2

ジョグダイヤルを押す。
「漢字字典」の入力画面が出ます。

3

ジョグダイヤルで_（カーソル）を移
動させ、検索する条件を入力する。
（前ページ参照）

4

ジョグダイヤルを押す。
該当する漢字が表示されます。

52

5

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「側」の検索結果が表示されます。
調べたい項目は、数字キーを押して選
ぶこともできます。

•

キーを押すと手順4の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られま
す。

• 本文の最後部に

マークがあるときは、それぞれの辞書の関連項目にジャ

ンプすることができます。（54〜56ページ）

z

入力欄と入力モードについて

「パーツ読み」
、「音訓読み」
、「部首名」を入力するときはひらがなに、
「総画数」を入力
するときは数字になります。

z

入力条件について

条件を全部入力しなくても、入力した条件だけで調べたい漢字の情報を見ることができ
ますが、入力する条件が多いほど該当項目を絞り込むことができます。
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辞
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検索結果画面の本文に

があるときは

その漢字を含むことばを国語辞典で調べることができます。（国語ジャン
プ）

例）52ページで検索した「側」を国語辞典で調べる

1

ジョグダイヤルで本文の最後部まで
移動し、
を反転（

2

マークの
）させる。

ジョグダイヤルを押す。
国語辞典の「側」を含む項目の一覧が表
示されます。
キーを押すと、ジャンプする前
の画面（「側」の検索結果画面）に戻りま
す。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「帯側」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

国語辞典の使いかたについては、
「岩波国語辞典を使う」
（36ページ）をご覧くだ

さい。

54

検索結果画面の本文に

があるときは

その漢字を含むことわざの意味を、ことわざ辞典で調べることができま
す。
（ことわざジャンプ）

例）52ページで検索した「側」をことわざ辞典で調べる

1

ジョグダイヤルで本文の最後部まで
移動し、
反転（

2

マークの

を

）させる。

ジョグダイヤルを押す。
ことわざ辞典の「側」を含む項目の一覧
が表示されます。

辞
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キーを押すと、ジャンプする前
の画面（「側」の検索結果画面）に戻りま
す。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「夏座敷と鰈は縁側がよい」を調
び、押す。

べたときの例

検索結果が表示されます。

z

ことわざ辞典の使いかたについては、
「暮らしのことわざ早引き辞典を使う」
（60

ページ）をご覧ください。

55

検索結果画面の本文に

があるときは

その漢字を含む四字熟語の意味を、四字熟語辞典で調べることができま
す。
（四字熟語ジャンプ）

例）52ページで検索した「側」を四字熟語辞典で調べる

1

ジョグダイヤルで本文の最後部まで
移動し、
を反転（

2

マークの
）させる。

ジョグダイヤルを押す。
四字熟語辞典の「側」を含む項目の一覧
が表示されます。
キーを押すと、ジャンプする前
の画面（「側」の検索結果画面）に戻りま
す。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「輾転反側」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

四字熟語辞典の使いかたについては、
「四字熟語早引き辞典を使う」
（57ページ）

をご覧ください。

56

四字熟語早引き辞典を使う
四字熟語を調べる
四字熟語を入力して意味を調べます。

例 「一心発起」を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「四字熟語早引き辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

辞
書
を
ひ
く

「四字熟語を調べる」を選ぶ。

3

[I]・[S]・[S]・[I]・[N]・[N] … と入
力する。
該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「一心発起」の検索結果が表示されま
す。

•

キーを押すと、手順3の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中

マークがあるときは、その四字熟語の説明にジャンプすること

ができます。（23、24ページ）

57

四字熟語を分類から調べる
四字熟語をジャンルやキーワードで分類された一覧から調べます。
分類の一覧

• 数字を含むもの
• 動物が入ったもの
• 色を含むもの
• 身体にまつわるもの
• 苦労・努力を表すもの

• 自然・天候にまつわるもの
• 気持ちを表すもの
• 才能・人柄をほめるもの
• めでたさを表すもの

z 上記の分類にあてはまらない四字熟語も収録しています。

例 「気持ちを表すもの」に関連する四字熟語を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「四字熟語早引き辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「四字熟語を分類から調べる」を選
ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
分類の一覧が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい分類を選
び、押す。
該当項目が表示されます。
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5

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「気持ちを表すもの」の中の「意気
揚揚」を調べたときの例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z検索結果画面にある

付きの四字熟語の説明にジャンプすることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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暮らしのことわざ早引き辞典を使う
ことわざを調べる
ことわざを入力して意味を調べます。

例 「芸は身を助く」を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「暮らしのことわざ辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「ことわざを調べる」を選ぶ。

3

[G]・[E]・[I]・[H]・[A] … と入力す
る。
該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「芸は身を助く」の検索結果が表示され
ます。

•

キーを押すと、手順3の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に

マークがあるときは、そのことわざにジャンプすることがで

きます。（23、24ページ）

60

ことわざをキーワードで調べる（キーワード検索）
ことわざを構成することばを入力して、意味を調べます。キーワードになる
ことばを「&」
（

キー）で区切って入力します。

例 「得」と「朝」を含むことわざを調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「暮らしのことわざ辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「ことわざを調べる」を選ぶ。

3

[T]・[O]・[K]・[U]・

辞
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・[A]・[S]・

[A] と入力する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「朝起きは三文の得」を調べたと
きの例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある

付きのことわざの説明にジャンプすることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

61

ことわざを分類から調べる
ことわざを、ジャンルとキーワードで分類された一覧から調べます。
分類の一覧

• 食と健康
• 災害と幸・不幸
• 天候と予知
• 処世術
• 家庭

• 家畜など
•鳥
• 魚など
• 虫など
• 飯・米・餅

•茶
• 野菜・果物類など
• 魚介類
•酒
• 味噌・豆類・その他

例 「天候と予知」に関連することわざを調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「暮らしのことわざ辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「ことわざを分類から調べる」を選
ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
分類の一覧が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい分類を選
び、押す。
該当項目が表示されます。
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5

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「天候と予知」の中の「秋の空は七
度半変わる」を調べたときの例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある

付きのことわざの説明にジャンプすることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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カタカナ新語実用辞典を使う
カタカナ語を調べる
カタカナを入力して意味を調べます。

例 「アウトドア」を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「カタカナ新語実用辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「カタカナ語を調べる」を選ぶ。

3

[A]・[U]・[T]・[O]・[D]・[O]・[A] と
入力する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「アウトドア」の検索結果が表示されま
す。

•

キーを押すと、手順3の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に調べたい英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャ

ンプすることができます。（23、24ページ）

64

アルファベット略語を調べる
アルファベットの略語を入力して意味を調べます。

例 「IT」を含む略語を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「カタカナ新語実用辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「アルファベット略語を調べる」を選
ぶ。

3

辞
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[I]・[T] と入力する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「IT」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある英単語や

付きのことばの説明にジャンプすることができ

ます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。

65

英会話とっさのひとこと辞典を使う
目次から調べる
目次から、参考となる英会話表現を調べます。
目次の一覧
第1章
第2章
第3章
第4章
第5章
第6章
第7章
第8章
コラム

毎日の生活でつかうひとこと
会話を楽しくするひとこと
理解しあえるひとこと
感情を表すひとこと
冠婚葬祭でつかうひとこと
海外旅行ででつかうひとこと
ビジネス・レターに役立つひとこと
会話によくでることわざ・決まり文句

例 会話を楽しくする英会話表現を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「英会話とっさのひとこと」を
選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「目次から調べる」を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
目次の一覧が表示されます。
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4

ジョグダイヤルで調べたい目次項目 「第2章 会話を楽しくするひとこ
と」を選ぶ

を選び、押す。
選んだ目次項目の中の分類項目が表示
されます。

5

ジョグダイヤルで調べたい分類項目 「心をこめて述べる」を選ぶ
を選び、押す。
選んだ分類の中の該当項目が表示され
ます。

6

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「礼に応える」を選ぶ

辞
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び、押す。
該当項目が表示されます。

7

さらにジョグダイヤルで調べたい項 「会話を楽しくするひとこと」の
中の「お役に立ててうれしいで
す」を調べたときの例

目を選び、押す。
検索結果が表示されます。

•

キーを押すと、手順6の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に調べたい英単語、

マークがあるときは、それらの説明にジャン

プすることができます。（23、24ページ）

67

キーワードで調べる
英語または日本語のキーワードを入力し、参考となる英語表現を調べます。
キーワードになることばを「&」
（

キー）で区切って入力します。

例 日本語の「ゴルフ」と「予約」を含む英会話表現を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「英会話とっさのひとこと」を
選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「英語で調べる」または「日本語キー
ワードで調べる」を選ぶ。

3

[G]・[O]・[R]・[U]・[H]・[U]・

・

[Y]・[O]・[Y]・[A]・[K]・[U] と入力
する。
該当項目が表示されます。
すべてのつづりを入力しなくても、入
力するごとに該当する項目が絞られて
いきます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「ゴルフの予約をしたいのですが」
び、押す。

を調べたときの例

検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある英単語の説明にジャンプすることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

68

コンピュ−タ英語情報辞典を使う
英語で調べる（前方一致検索）
英単語を入力して意味を調べます。

（イーサネット）を調べる
例 「Ethernet」

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「コンピュータ英語辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

辞
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「英語で調べる」を選ぶ。

3

[E]・[T]・[H]・[E]・[R]・[N]・[E]・
[T] と入力する。
該当項目が表示されます。すべてのつ
づりを入力しなくても、入力するごと
に該当する項目が絞られていきます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「Ethernet」の検索結果が表示されま
す。

•

キーを押すと、手順3の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られま
す。

• 本文中に他の英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャンプ

することができます。（23、24ページ）

69

単語の終わりから調べる（後方一致検索）
調べたい単語の後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、
「＊」
（
キー）に続けて入力します。

例 「code」で終わる単語を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「コンピュータ英語辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「英語で調べる」を選ぶ。

3

・[C]・[O]・[D]・[E] と入力す
る。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「encode」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

70

スペルの一部がわからない単語を調べる（ワイルドカード検索）
調べたい単語のスペルの一部がわからないときは、わからない文字の部分
に「＊」
（

キー）を入力して調べます。

例 「intranet」のスペルがあいまいなとき、

を入力して検索する

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「コンピュータ英語辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「英語で調べる」を選ぶ。

3

辞
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・[N]・[E]・[T] と入力

する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「intranet」の検索結果が表示されま
す。

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1単語につき1か所のみです。
「＊」を入力すると、
「＊」の部
分になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

71

日本語・カタカナ語で調べる
発音をカタカナで入力して英単語を調べます。

（install）という英単語を調べる
例 「インストール」

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「コンピュータ英語辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「日本語・カタカナ語で調べる」を選
ぶ。

3

[I]・[N]・[N]・[S]・[U]・[T]・[O]・
・[R]・[U] と入力する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「インスト−ル」
（install）の検索結果
が表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

z「日本語・カタカナ語で調べる」場合も、後方一致検索やワイルドカード検索が
できます。
詳しくは70、71ページをご覧ください。

72

数字で始まるコンピュータ用語を調べる
数字を入力し、その数字で始まるコンピュータ用語を調べます。

例 「10BASE-T」を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「コンピュータ英語辞典」を選
ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「数字で始まる用語を調べる」を選
ぶ。

3

辞
書
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[Q](1)・[P](0) と入力する。
「10」を含む該当項目が表示されま
す。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「10BASE-T」の検索結果が表示され
ます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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英語で話す「日本」Q&Aを使う
目次から調べる
日本についての紹介文を日本語または英語の目次から調べます。
目次項目の一覧
＜1＞
＜2＞
＜3＞
＜4＞
＜5＞
＜6＞
＜7＞

「日本語目次」
日本の国土と自然
日本のルーツと歴史
日本の政治と経済
日本の社会
日本の文化
日本人の衣食住
生活と習慣

「英語目次」

Land and Nature of Japan
Origin and History of Japan
Government and Economy
Japanese Way of Life and Society
Japanese Culture
Clothing, Cuisine and Houseing
Life and Customs

例 日本語目次で「日本の国土と自然」について調べ、さらに英語の文章を見る

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「英語で話す日本」を選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「日本語目次から調べる」または「英
語目次から調べる」を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
目次の一覧が表示されます。
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4

ジョグダイヤルで調べたい目次項目
を選び、押す。
選んだ目次項目の中の分類項目が表示
されます。

5

ジョグダイヤルで調べたい分類項目
を選び、押す。
該当項目が表示されます。

6

さらにジョグダイヤルで調べたい項 「日本の国土と自然」の中の「日本
でいちばん高い山は？」を調べた
ときの例

目を選び、押す。
検索結果が表示されます。

辞
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7

検索結果画面で、

が反転（

）

しているのを確かめ、ジョグダイヤ
ルを押す。
日本語目次から調べた紹介文が英語で
表示されます。
英語目次から調べた場合は、紹介文が
日本語で表示されます。

z

英語検索結果画面にある英単語にジャンプして説明を見ることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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キーワードで調べる
日本語または英語のキーワードを入力し、日本についての紹介文を調べま
す。

例 日本語で「相撲」を含む紹介文を探す

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「英語で話す日本」を選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「日本語キーワードで調べる」または
「英語キーワードで調べる」を選ぶ。

3

[S]・[U]・[M]・[O]・[U] と入力す
る。
該当項目が表示されます。
すべてのつづりを入力しなくても、入
力するごとに該当する項目が絞られて
いきます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「相撲の世界はどんな世界です
び、押す。
検索結果が表示されます。
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か？」を調べたときの例

5

検索結果画面で、

が反転（

）

しているのを確かめ、ジョグダイヤ
ルを押す。
日本語目次から調べた紹介文が英語で
表示されます。
英語のキーワードから調べた場合は、
紹介文が日本語で表示されます。

z

英語のキーワードからも調べることができます。英文検索結果画面にある英単語

にジャンプして説明を見ることができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。
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英文手紙用例辞典を使う
英文手紙の文例を調べる
英文で手紙を書くときに参考になる文例を探すことができます。
分類項目の一覧
用例集1
用例集2
用例集3
用例集4
用例集5
用例集6
用例集7
用例集8
用例集9
用例集10

用例集11 就職活動
用例集12 問い合わせ
用例集13 苦情
用例集14 見積もり
用例集15 交渉
用例集16 詫び
用例集17 見舞い
用例集18 お悔やみ
英文手紙の書き方

祝い
礼状
招待
予約
通知
紹介・推薦
売り込み
注文
支払い
信用紹介

例 「パーティーへの招待」の文例を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「英文手紙用例辞典」を選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「英文手紙編」を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
目的別の分類項目一覧が表示されま
す。
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4

ジョグダイヤルで調べたい分類項目
を選び、押す。
該当項目が表示されます。

5

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「パーティーへの招待」の検索結果が表
示されます。

•

キーを押すと、手順4の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に調べたい英単語や

マークがあるときは、それらのことばや単

語の説明にジャンプすることができます。（23、24ページ）
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英文Eメールの文例を調べる
英文でEメールを書くときに参考になる文例を探すことができます。
分類項目の一覧
英文Eメール用例集
E-Mail表現集
英文のE-mail

誕生日のプレゼントについての文例を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「英文手紙用例辞典」を選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「英文Eメール編」を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
分類項目の一覧が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい分類項目
を選び、押す。
該当項目が表示されます。
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5

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「英文Eメール用例集」の中の「あ
なたからの誕生日プレゼント」を
調べたときの例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある英単語や

付きのことばの説明にジャンプすることができ

ます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。
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ペラペラ・旅行会話を使う
（英米語／ドイツ語／フランス語／スペイン語／イタリア語）
5カ国のことば（英米語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語）の会話の例を調べます。
英米語の会話の例を調べるとき：
ドイツ語の会話の例を調べるとき：
フランス語の会話の例を調べるとき：
スペイン語の会話の例を調べるとき：
イタリア語の会話の例を調べるとき：

ペラペラ・英米旅行会話
ペラペラ・ドイツ旅行会話
ペラペラ・フランス旅行会話
ペラペラ・スペイン旅行会話
ペラペラ・イタリア旅行会話

例 米英語で、観光中に美術館への行きかたを訪ねるときの会話の例を調べる
この中で選ぶ

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「ペラペラ・英米旅行会話」を
選ぶ。

2

ジョグダイヤルを押す。
背景別の分類項目の一覧が表示されま
す。

3

ジョグダイヤルで調べたい分類項目
を選び、押す。
該当項目が表示されます。
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4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「観光」の中の「美術館へ行きたい
のですが」を調べたときの例

び、押す。
検索結果が表示されます。

•

キーを押すと、手順3の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャンプする

ことができます。（23、24ページ）
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世界の名言・名句を使う
目的別に名言や名句を調べる
目的別に分類された一覧から名言や名句を調べることができます。
分類項目の一覧
チャンスをつかみたい人のために
困難に直面したときのために
敗北から立ち直るには
自信をなくしたら
チャレンジする人のために
決断に迷ったときに
人間関係に悩む人のために

企画力を培（つちか）うには
交渉を成功に導くには
人使いの難しさを感じている人に
リーダーの器か,と悩む人に
成功をめざす人に
挨拶（あいさつ）
・スピーチを
することになった

例 「チャレンジする人のために」の中から調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「世界の名言・名句」を選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「目的別 名言・名句」を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
目的別の分類項目一覧が表示されま
す。

4

ジョグダイヤルで調べたい分類項目
を選び、押す。
該当項目が表示されます。
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5

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「チャレンジする人のために」の
び、押す。

中の「未来とは今である」を調べ
たときの例

検索結果が表示されます。

•

キーを押すと、手順4の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られま
す。

• 本文中に調べたい英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャ

ンプすることができます。（23、24ページ）
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人名から名言や名句を調べる
その人の人名を入力し、名言や名句を調べることができます。

例 「エジソン」の名言・名句を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「世界の名言・名句」を選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「人名から探す」を選ぶ。

3

[E]・[Z]・[I]・[S]・[O]・[N]・[N] …
と入力する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「天才とは1パーセントの....」を
調べたときの例

び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある英単語や

付きのことばの説明にジャンプすることができ

ます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。
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世界の料理メニュー辞典を使う
料理・メニューから調べる
メニューに載っている料理を調べることができます。

例 「Paella」を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「世界の料理メニュー辞典」を
選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

辞
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「料理・メニューから調べる」を選
ぶ。

3

[P]・[A]・[E]・[L]・[L]・[A] と入力
する。
該当項目が表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「Paella」の検索結果が表示されま
す。

•

キーを押すと、手順3の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られます。
• 本文中に調べたい英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャ

ンプすることができます。（23、24ページ）
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カタカナ発音から料理・メニューを探す
カタカナで料理やメニューを入力し、調べることができます。

例 「ムニエール」を調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「世界の料理メニュー辞典」を
選ぶ。
選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「カタカナ発音から料理・メニューを
探す」を選ぶ。

3

[M]・[U]・[N]・[I] … と入力する。
該当項目が表示されます。
すべてのつづりを入力しなくても、入
力するごとに該当する項目が絞られて
いきます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「ムニエ−ル」の検索結果が表示されま
す。

z

検索結果画面にある英単語や

付きのことばの説明にジャンプすることができ

ます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。
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各国の料理について調べる
フランス、イタリア、スペイン、ドイツ、イギリス、アメリカのそれぞれの
国の料理について調べることができます。
フランスの料理を調べるとき：
イタリアの料理を調べるとき：
スペインの料理を調べるとき：
ドイツの料理を調べるとき：
イギリスの料理を調べるとき：
アメリカの料理を調べるとき：

フランスの料理
イタリアの料理
スペインの料理
ドイツの料理
イギリスの料理
アメリカの料理

イタリア料理についてを調べる

1 ［漢字／全15巻］キーをくり返し押
して「世界の料理メニュー辞典」を
選ぶ。

辞
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選んだらジョグダイヤルを押す。

2

ジョグダイヤルで

を移動させて

「イタリアの料理」を選ぶ。

3

ジョグダイヤルを押す。
イタリア料理に関する項目の一覧が表
示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「料理の特色」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

z

検索結果画面にある英単語や

付きのことばの説明にジャンプすることができ

ます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。
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9巻の辞書から検索する（マルチ検索）
英単語の意味を調べる（前方一致検索）
英単語を入力すると、「研究社 リーダーズ英和辞典」、「オックスフォード
現代英英辞典」、「オックスフォード類語辞典」、「カタカナ新語実用辞典」
（アルファベット略語）の辞書から、調べることができます。

例 「ATM」を調べる

1 ［辞書9巻検索］キーを押して「辞書9
巻検索」の「英単語」を反転させ
る。

2

[A]・[T]・[M]と入力する。
入力した英単語やその単語を含む成句
（熟語）が、検索辞書の種類といっしょ
に表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「ATM」の検索結果が表示されます。

選んだ検索辞書

•

キーを押すと、手順2の画面に戻ります。

• 文章が途中で切れているときは、ジョグダイヤルを回すと続きが見られま
す。

• 本文中に英単語や

マークがあるときは、それらの説明にジャンプする

ことができます。（23、24ページ）
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単語の終わりから調べる（後方一致検索）
調べたい単語の後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、
「＊」
（
キー）に続けて入力します。「研究社 リーダーズ英和辞典」、「オックス
フォード現代英英辞典」
、「オックスフォード類語辞典」、「カタカナ新語実
用辞典」
（アルファベット略語）から調べることができます。

例 「year」で終わる単語を調べる

1 ［辞書9巻検索］キーを押して「辞書9
巻検索」の「英単語」を反転させ
る。

2

・[Y]・[E]・[A]・[R] と入力す

辞
書
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る。
該当項目が、検索辞書の種類といっ
しょに表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「calender year」を調べたとき
の例

び、押す。
検索結果が表示されます。

選んだ検索辞書

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。

91

スペルの一部がわからない単語を調べる（ワイルドカード検索）
調べたい単語のスペルの一部がわからないときは、わからない文字の部分
に「＊」
（

キー）を入力します。「研究社 リーダーズ英和辞典」、「オック

スフォード現代英英辞典」、「オックスフォード類語辞典」
、「カタカナ新語
実用辞典」
（アルファベット略語）から調べることができます。

例 「mathematics」のスペルがあいまいなとき、

を入力して検索する

1 ［辞書9巻検索］キーを押して「辞書9
巻検索」の「英単語」を反転させ
る。

2

[M]・[A]・

・[T]・[I]・[C]・[S] と

入力する。
該当項目が、検索辞書の種類といっ
しょに表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「mathematics」の検索結果が表示さ
れます。
選んだ検索辞書

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1単語につき1か所のみです。
「＊」を入力すると、
「＊」の部
分になにかの文字列が入る単語が、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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うろ覚えのスペルの英単語からさがす（あいまい検索）
うろ覚えの英単語でも、似たスペルの英単語から調べることができます。
「研究社 リーダーズ英和辞典」、「オックスフォード現代英英辞典」
、「オッ
クスフォード類語辞典」
、「カタカナ新語実用辞典」
（アルファベット略語）
から調べることができます。

例 「schedule」を、うろ覚えのスペル「skedule」を入力して検索する

1 ［辞書9巻検索］キーを押して「辞書9
巻検索」の「英単語」を反転させ
る。

2

[S]・[K]・[E]・[D]・[U]・[L]・[E] と

辞
書
を
ひ
く

入力する。
右の画面のようなメッセージが表示さ
れます。

3

（あいまいスペル）キーを押す。
該当すると思われる単語が、検索辞書
の種類といっしょに表示されます。

4

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「schedule」の検索結果が表示されま
す。
選んだ検索辞書

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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成句（英熟語）を調べる
成句を構成するそれぞれの単語を「&」
（

キー）で区切って入力すると、

「研究社 リーダーズ英和辞典」、「オックスフォード現代英英辞典」、「オッ
クスフォード類語辞典」の辞書から調べることができます。

例 「so far as」を調べる

1 ［辞書9巻検索］キーをくり返し押し
て「辞書9巻検索」の「英・成句」を
反転させる。

2

[S]・[O]・

・[F]・[A]・[R]・

[A]・[S]・

と入力する。

・

「so far as」
を含む該当項目と検索辞書
がいっしょに表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「so far as」の検索結果が表示されま
す。
選んだ検索辞書

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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辞書に出てくる用例を調べる
用例に含まれる単語を「&」
（

キー）で区切って入力すると「研究社 リー

ダーズ英和辞典」
、「研究社 新和英中辞典」、「オックスフォード現代英英辞
典」の辞書から、調べることができます。

例 「time」と「money」が含まれる用例を調べる

1 ［辞書9巻検索］キーをくり返し押し
て「辞書9巻検索」の「英・用例」を
反転させる。

2

[T]・[I]・[M]・[E]・
[N]・[E]・[Y]・

・[M]・[O]・

辞
書
を
ひ
く

と入力する。

「time」と「money」を含む該当項目が
検索辞書の種類といっしょに表示され
ます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「Time is money.」を選んだとき
の例

び、押す。
検索結果が表示されます。

選んだ検索辞書

z

検索結果画面の他の英単語や

付きの英単語の意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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ことばを調べる（前方一致検索）
ことばの始まりの部分を入力すると「岩波 国語辞典」
、「研究社 新和英中辞
典」
、「学研 漢字字典」
（音訓読み）、「学研 四字熟語早引き辞典」、「学研 暮
らしのことわざ早引き辞典」、「学研 カタカナ新語実用辞典」の辞書から意
味を調べたり、漢字やことわざなどの関連する内容を調べたりすることが
できます。

例 「一念」を調べる

1 ［辞書9巻検索］キーをくり返し押し
て「辞書9巻検索」の「国語」を反転
させる。

2

[I]・[T]・[I]・[N]・[E]・[N]・[N] と入
力する。
該当項目が検索辞書の種類といっしょ
に表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選
び、押す。
「一念」の検索結果が表示されます。

選んだ検索辞書

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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ことばの終わりから引く（後方一致検索）
調べたいことばの後ろの部分（接尾辞など）から調べるときは、「＊」
（
キー）に続けて入力します。「岩波 国語辞典」
、「研究社 新和英中辞典」、
（音訓読み）、「学研 四字熟語早引き辞典」、「学研 暮らし
「学研 漢字字典」
のことわざ早引き辞典」
、「学研 カタカナ新語実用辞典」から調べることが
できます。

例 「かぜ」で終わることばを調べる

1 ［辞書9巻検索］キーをくり返し押し
て「辞書9巻検索」の「国語」を反転
させる。

2

辞
書
を
ひ
く

・[K]・[A]・[Z]・[E] と入力す
る。
該当項目が検索辞書の種類といっしょ
に表示されます。

3

ジョグダイヤルで調べたい項目を選 「涼風」を調べたときの例
び、押す。
検索結果が表示されます。

選んだ検索辞書

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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つづりの一部がわからないことばを調べる（ワイルドカード検索）
調べたいことばのつづりの一部がわからないときは、わからない文字の部
分に「＊」
（

キー）を入力して調べます。「岩波 国語辞典」
、「研究社 新

（音訓読み）、「学研 四字熟語早引き辞典」、
和英中辞典」、「学研 漢字字典」
、「学研 カタカナ新語実用辞典」から
「学研 暮らしのことわざ早引き辞典」
調べることができます。

例 「二毛作」の「毛」がわからないとき、「＊」
（

キー）を入力して検索して

みる

1 ［辞書9巻検索］キーをくり返し押し
て「辞書9巻検索」の「国語」を反転
させる。

2

[N]・[I]・

・[S]・[A]・[K]・[U] と

入力する。
該当項目が検索辞書の種類といっしょ
に表示されます。

3

項目が複数ある場合は、ジョグダイ
ヤルで調べたい項目を選び、押す。
「二毛作」の検索結果が表示されます。

選んだ検索辞書

z「＊」の入力について
「＊」を入力できるのは、1つのことばにつき1か所のみです。
「＊」
を入力すると、
「＊」
の部分になにかの文字列が入ることばが、該当項目として表示されます。

z

検索結果画面の英単語や

付きのことばの意味を調べることができます。

詳しくは23、24ページをご覧ください。
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便利な機能

設定を変える

3 ジョグダイヤルで「オートパワーオ
フ時間」の「7」を選び、押す。

入力方法などについて、使いやすいように
設定できます。
以下は、設定できる項目の内容です。
入力方法：

入力画面での、ローマ字入力
またはひらがな（カナ）入力
（17ページ）を選ぶ。

4 ジョグダイヤルで「初期画面に戻る」
を選び、押す。
入力画面に戻ります。

オートパワーオフ時間：
最後のキー操作から自動的に
電源が切れるまでの時間（ 3
分、7 分、15 分）を切り換え
る（ 14 ページ）。最後に見て
いた画面は記憶されます。

例 「パワーオフ時間」の設定を「7
分」に変える

1 各辞書の表紙画面を表示させる。
便
利
な
機
能

（例）国語辞典の表紙画面

2

キーを押す。
設定画面が出ます。
お買い上げいただいたときは、下の画
面のように設定されています。各項目
の、枠で囲まれているところが現在の
設定内容です。

99

文字サイズを変更
する
該当項目画面や検索結果画面の文字の大き

該当項目画面で変更する
例 「rain」の該当項目画面で、
「rainbow」の文字サイズを変更する

1［英和］で「rain」で始まる単語を検

さを変えることができます。漢字を正確に

索する。

確認したいときなどに便利です。

該当項目が表示されます。

z 文字サイズについて
• 文字サイズを大きくしても、複雑な漢字の一
画一画が正しく表示されない場合がありま
す。これは画面の表示能力によるもので、故
障ではありません。

• 文字サイズを変更できない画面で拡大しよう
とすると、「この画面では文字の切り替えはで
きません。」と表示されます。

2 ジョグダイヤルを回して「rainbow」
を選び、［文字サイズ］キーを押す。
選んだ行が、拡大枠に表示されます。

• 文字サイズは、検索モードを切り換えても保
持されます。
拡大枠

文字サイズを大きくしたときの操作
ジョグダイヤルを回します。該当項目画面
では、ゆっくり回しても速く回しても回し
た分だけ行が移動します。

もとの大きさに戻すには
キーまたは［文字サイズ］キーを押し
ます。
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検索結果画面で変更する

ご注意
「漢字」で検索した本文中には、一部拡大されな

例 「rainbow」の検索結果画面で、
文字サイズを変更する

い部分があります。
拡大表示
されない

1［英和］で「rainbow」を検索する。
検索結果が表示されます。

2［文字サイズ］キーを押す。
文字サイズが2倍になります。

便
利
な
機
能

文字サイズを大きくしたときの操作
ジョグダイヤルをゆっくり回す：1 行ずつ
移動しながら表示します。
ジョグダイヤルを速く回す：1画面ずつス
クロールしながら表示します。

もとの大きさに戻すには
［文字サイズ］キーを押します。

z 文字サイズを大きくした場合でも、ジャン
プや関連項目の参照ができます。
詳しくは23、24ページをご覧ください。
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履歴を見る

z 履歴に記憶された項目が50項目を超えると
古いものから順に、履歴から消えていきます。
ご注意

検索した結果の画面が50項目まで記憶され

履歴の検索結果画面では、ジャンプ機能は使えま

ているので、必要なときに呼び出して見る

せん。

ことができます。
ジャンプや参照ジャンプで検索した項目も
記憶されます。

1［履歴／暗記帳］キーを押して、履歴
画面を表示させる。
今まで検索した本文の見出しが、最後
に検索したものから新しい順に一覧表
示されます。

z ジョグダイヤルを回すと項目一覧の続き
が見られます。

2 ジョグダイヤルで見たい項目を選
び、押す。
選んだ項目の検索結果画面が表示され
ます。
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暗記帳を使う

検索結果画面に複数の項目が表示され
ているときは、見出し語表示欄に表示
されている項目が登録されます。

見出し語を100項目まで登録できます。暗記

成句を検索した場合は、見出し語表示欄

したい項目を登録しておけば、毎回簡単な操

に表示されている成句が登録されます。

作で内容を確認することができます。

暗記帳に登録する
検索した項目や、該当項目として表示され

3 ジョグダイヤルまたは [Y] キーを押
す。
登録をやめるときは、

キーまた

は [N] キーを押します。

ている項目を登録できます。

1 該当項目から登録するときは
該当項目が表示されているときに、
ジョグダイヤルで登録したい項目を選
び、 （登録／削除）キーを押す。

メッセージが表示され、しばらくする
と、自動的に （登録／削除）キーを
押す前の画面に戻ります。

z 暗記帳に登録した項目が100項目を超えると
古いものから順に、暗記帳から消えていきます。

便
利
な
機
能

手順3へ進んでください。

2 検索結果画面から登録するときは
登録したい項目の検索結果が表示され
ているときに、 （登録／削除）キー
を押す。

見出し語表示欄
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暗記帳を見る

1［履歴／暗記帳］キーを2回押す。

登録した項目を削除する

1［履歴／暗記帳］キーを2回押す。

登録した項目が、新しい順に一覧表示
されます。

2 ジョグダイヤルで削除したい項目を
選び、 （登録／削除）キーを押

z ジョグダイヤルを回すと項目一覧の続

す。

きが見られます。

2 ジョグダイヤルで見たい項目を選
び、押す。
選んだ項目の検索結果画面が表示され
ます。

3 ジョグダイヤルまたは [Y] キーを押
す。
削除するのをやめるときは、
キーまたは [N] キーを押します。

ご注意
暗記帳の検索結果画面からは、ジャンプ機能は使
えません。

しばらくすると、自動的に暗記帳の画

暗記帳の表示をやめるには
［辞書9巻検索］
、
［リーダーズ／カタカナ発
音］
、［和英／国語］、［英英］、
［類語］、［漢
字／全15巻］キーのいずれかを押します。
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面に戻ります。

その他

使用上のご注意

お手入れ
柔らかい布でからぶきします。汚れがひどいと

落とさないでください

きは、うすい中性洗剤液でしめらせた布で拭
いてください。シンナー、ベンジン、アルコー

本機に強いショックを与えないでください。故

ルなどは表面の仕上げを傷めるので使わない

障の原因となることがあります。

でください。

置き場所について
次のような場所に置かないでください。

• 直射日光が当たる場所や暖房器具の近くな
ど、温度が非常に高いところ
（本機は5℃〜

35℃の範囲でご使用ください。）
• 車のダッシュボードの上や、直射日光下で
窓を閉め切った自動車内（特に夏季）

• 磁石やスピーカー、テレビのすぐそばなど
磁気を帯びたところ

• ほこりの多いところ
• ぐらついた台の上や傾いたところ
• 振動の多いところ
• 風呂場など、湿気の多いところ

結露について
寒いときに暖房をつけた直後など、本機の内
部の部品に露（水滴）がつき、正しく動作しな
いことがあります。電池をとり出して、約 2、3
時間放置してください。正常に動作するように

そ
の
他

なります。
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故障かな？と思ったら
サービスサポート窓口にご相談になる前に下記の項目をもう一度チェックしてみ
てください。
それでも具合が悪いときは、お客様ご相談センターにご相談ください。
症状

原因・対策

［電源入／切］キー（電
源スイッチ）を押しても始
まらない。

• 乾電池が消耗している。
→乾電池を新しいものと取り換える（13 ページ）
。

• コントラストが最も淡くなっている。
→コントラストつまみで最適な濃さにする（13 ページ）
。

画面が出ない。
画面がうすい。
画面がチラつく。

• コントラストが淡すぎる、または濃すぎる。

検索に時間がかかり過ぎ
る。

入力した文字に該当する項目が多いときは、検索に時間がかかる場合
があります。

全面表示にしているのに
行の途中で改行して表示
される。

辞書の内容によるもので故障ではありません。

気がついたら画面が消え
ていた。

オートパワーオフ機能によるものです。キー入力がないまま設定された
時間がたつと、自動的に電源が切れます。
（14 ページ）
→［電源入／切］キーを押してください。

→コントラストつまみで最適な濃さにする（13 ページ）
。
• 電池交換後、リセットボタンを押していない。
→リセットボタンを押してください（13 ページ）
。

もしも本機の操作ができなくなったら
操作中に、ジョグダイヤルやキー、ボタンを押しても動作しなくなったときは、
リセッ
トボタン（13ページ）を先の細いもので押してください。本機の電源が切れ、再び
動作するようになります。

疑問？に思ったら（FAQ）
本機に関して、よく聞かれる質問（FAQ：Frequently Asked Questions）や
疑問について、Q&A（質問と回答）でお答えします。
質問

回答

辞書の内容について聞きたい。

110、111 ページをご覧になり、出版社にお問い合わせください。

小文字を入力するには？

ひらがな入力のときは 20 ページを、ローマ字入力のときは 108
ページをご覧ください。

正しい漢字が表示されない。

文字サイズを大きくして確認してください（100 ページ）
。
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保証書とアフター
サービス

アフターサービス
調子が悪いときはまずチェックを
この説明書をもう一度ご覧になってお調べく
ださい。

保証書

それでも具合が悪いときはサービスへ

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェ

お買い上げ店、または「ソニーご相談窓口の

アおよび取扱説明書の内容の全部または一

ご案内」にあるソニーサービスの窓口にご相

部を複製すること、およびソフトウェアを賃貸

談ください。

に使用することは、著作権法上禁止されており
ます。
本製品およびソフトウェアを使用したことに
よって生じた金銭上の損害、逸失利益、およ
び第三者からのいかなる請求等につきまして
も、当社は一切の責任を負いかねます。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていた
だきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要

取扱説明書に記載されている正常な使用状態

望により有料修理させていただきます。

で本製品に故障が生じた場合、当社は本製品

当社では、この製品の補修用性能部品（製品

の保証書に定められた条件に従って修理を致

の機能を維持するために必要な部品）を、製

します。ただし、本製品の故障、誤動作、不具

この部品
造打ち切り後8年間保有しています。

合等により、利用の機会を逸したために発生し

保有期間を修理可能期間とさせていただきま

た損害、および文書ならびに画像データが正

す。保有期間が経過した後も、故障箇所に

常に保存、呼び出しができないことによって発

よっては修理可能の場合がありますので、お

生した損害などの、付随的損害の保証につい

買い上げ店かサービス窓口にご相談ください。

ては、当社は一切その責任を負いませんの
で、あらかじめご了承ください。

ご相談になるときは次のことをお知らせくださ
い。

• 型名：DD-IC500S
• 故障状態：できるだけ詳しく
そ
の
他

• 購入年月日
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主な仕様
質量
本体 約 97.4 g
ご使用時 約 106 g（乾電池を含む）

形名
デジタルデータビューアー

電源・その他

動作温度
5℃〜 35℃

電源
単 4 形（R03）乾電池 1 本使用

同梱品
単 4 形（R03）アルカリ乾電池（1）
キャリングポーチ（1）
取扱説明書・保証書（1）
ソニーご相談窓口のご案内（1）

本体寸法
約 100 × 139 × 72 mm（幅 / 高さ/ 奥行き、
最大突起部含まず）

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく
変更することがありますが、ご了承ください。

ローマ字→かな対応表
ひらがな、
またはカタカナの検索語をローマ字で入力するときは、次の表に従って入力してくださ
い。

あ行 か行 さ行 た行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 ん

が行 ざ行 だ行 ば行 ぱ行

A

KA SA TA NA HA MA YA RA WA NN
CA
LA

GA ZA DA BA PA

I
YI

KI

GI

SI TI NI
SHI/CI CHI

HI

MI

RI
LI

ZI
JI

DI

BI

PI

U KU SU TU NU HU MU YU RU
WU CU
TSU
FU
LU

GU ZU DU BU PU

E

KE SE TE NE HE ME
CE

GE ZE DE BE PE

O

KO SO TO NO HO MO YO RO WO
CO
LO

108

RE
LE

GO ZO DO BO PO

ぁ XA

いぇ YE

ヴぁ VA

ふぁ FA

くぁ QA

ぃ XI

ゐ

WI

ヴぃ VI

ふぃ FI

くぃ QI

ぅ XU

ゑ

WE

ヴ

ぇ XE

っ

XTU ヴぇ VE

ぉ XO

ゎ

XWA ヴぉ VO

VU

くぅ QWU KWU

ふぇ FE

くぇ QE

ヶ XKE くぇ QWE KWE

ふぉ FO

くぉ QO

くぉ QWO KWO

く

ゃ XYA きゃ KYA ぎゃ GYA ぐゎ GWA しゃ SYA
ぃ XYI

きぃ KYI

ぎぃ GYI

XCA くぃ QWI KWI

QU

ふ

FU

ヵ XKA くゎ QWA KWA

SHA じゃ ZYA JYA JA

ぐぃ GWI しぃ SYI

じぃ ZYI

JYI

ゅ XYU きゅ KYU ぎゅ GYU ぐぅ GWU しゅ SYU SHU

じゅ ZYU JYU JU

ぇ XYE

じぇ ZYE JYE JE

きぇ KYE ぎぇ GYE ぐぇ GWE しぇ SYE

SHE

ょ XYO きょ KYO ぎょ GYO ぐぉ GWO しょ SYO SHO じょ ZYO JYO JO

ちゃ TYA

CHA CYA

ちぃ TYI

CYI

ぢゃ DYA つぁ TSA

てゃ THA でゃ DHA にゃ NYA

ぢぃ DYI

てぃ THI

つぃ TSI

ちゅ TYU

CHU CYU

ぢゅ DYU つ

ちぇ TYE

CHE CYE

ぢぇ DYE つぇ TSE

ちょ TYO CHO CYO

でぃ DHI

にぃ NYI

TSU てゅ THU でゅ DHU にゅ NYU
にぇ NYE

ぢょ DYO つぉ TSO てょ THO でょ DHO にょ NYO

ひゃ HYA びゃ BYA ぴゃ PYA

ふゃ FYA

みゃ MYA りゃ RYA LYA

ひぃ HYI

ふぃ FYI

みぃ MYI

びぃ BYI

ぴぃ PYI

りぃ RYI

LYI

ひゅ HYU びゅ BYU ぴゅ PYU ふゅ FYU

みゅ MYU りゅ RYU LYU

ひぇ HYE びぇ BYE

みぇ MYE りぇ RYE LYE

ぴぇ PYE

ふぇ FYE

ひょ HYO びょ BYO ぴょ PYO ふょ FYO みょ MYO りょ RYO LYO

そ
の
他

ご注意
（音引）は、のばしたい音のあとに
• 「ニューヨーク」などの「ー」

キーを押して

ください。
例

[N]・[Y]・[U]・ ・[Y]・[O]・ ・[K]・[U]

「っ」など）を入力するには、[X]（小文字）キーを押してから [Y] [A] な
• 拗音や促音（「ゃ」
どと押して入力することもできます。

• 促音（「っ」）を入力するには、その促音の次の文字のキーを2 回押すこともできます。
例 「ネット」の入力 ： [N]・[E]・[T]・[T]・[O]
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辞典の内容について
本機に収録した辞典の内容は以下の出版社

研究社 リーダース英和辞典（第 2 版）

©1999 株式会社 研究社
編者

松田

徳一郎

発行

株式会社 研究社

および編者の著作物を各社のご協力を得て

研究社監修 カタカナ発音英単語検索辞典

編集したものです。

©2001 株式会社 研究社

本書の一部または全部を無断で複写すること
は、著作権法で禁止されています。

編集・著作
発行

株式会社 研究社

株式会社 研究社

また、個人としてご利用になるほかは、出版社

研究社 新和英中辞典（第 4 版）

に無断では使用できませんのでご注意くださ

©1994, 2001 株式会社 研究社
編者
R.M.V.Collick

い。

日南田
発行

編者

西尾

実

田辺

宗一

研究社 コンピュータ英語情報辞典

各著作物と著作者
岩波国語辞典第六版

一男

株式会社 研究社

©2001 朝尾 幸次郎

©2000

水谷

静夫

発行者

大塚

信一

発行

株式会社

岩淵

悦太郎

著者

朝尾

発行

株式会社 研究社

幸次郎

※ 英和、和英辞典については、図版、付録な
岩波書店

どを除き書籍版の全内容を収録していま
す。ただし画面表示の都合、その他の事情

※ 国語辞典については付録項目、巻頭説明
などを除き、書籍版のほぼ全内容を収録し

により、研究社の監修に基づいて、書籍版
の内容を編集した部分があります。

ております。
但し画面表示の都合、その他の事情により

z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ

岩波書店の監修に基づいて、書籍版の内

株式会社 研究社

容を一部改変した部分があります。

Tel. 03(3288)7711

z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ
株式会社 岩波書店

Tel.03(5210)4082

英語で話す「日本」Q&A

© Kodansha International Ltd. and
Translation Services, Inc.
発行

講 談 社 イン タ ー ナ ショナ ル
株式会社

第 2 出版部

z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ
講談社インターナショナル株式会社
第 2 出版部
Tel. 03 (3944) 6493
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オックスフォード現代英英辞典

Oxford Advanced Learner’s
Dictionary
©Oxford University Press 2000

英文手紙用例辞典 ©GAKKEN
編集・著作 株式会社 学習研究社
世界の名言・名句 ©GAKKEN
編集・著作

株式会社

学習研究社

学研監修世界の料理・メニュー辞典

編集・著作・発行

Oxford University Press
オックスフォードコンサイス類語辞典

The Concise Oxford Thesaurus
©Oxford University Press 1997
編集・著作・発行

Oxford University Press
※ 英英辞典、類語辞典については、図版見出
し、付録などを除き書籍版のほぼ全内容を
収録しています。ただし画面表示の都合、

©GAKKEN
編集・著作

株式会社

学習研究社

z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ
株式会社

学習研究社

辞典編集部

Tel. 03 (3726) 8371
三修社監修ペラペラ・英米旅行会話

©Sanshusha Publishing .Co., Ltd.
編集・著作

株式会社

三修社

その他の事情により、Oxford University

三修社監修ペラペラ・ドイツ旅行会話

Press の監修に基づいて、書籍版の内容

©Sanshusha Publishing .Co., Ltd.

を改変した部分があります。

編集・著作

株式会社

三修社

三修社監修ペラペラ・フランス旅行会話
z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ
オックスフォ−ド大学出版局株式会社

Tel. 03(3459)6481

©Sanshusha Publishing .Co., Ltd.
編集・著作

株式会社

三修社

三修社監修ペラペラ・スペイン旅行会話

©Sanshusha Publishing .Co., Ltd.
英会話とっさのひとこと辞典

©Ichiro Tatsumi, Sky Heather Tatsumi,
DHC Corporation
著作

巽一朗、巽スカイ・ヘザー

発行 DHC 出版事業部
z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ
株式会社 DHC 出版事業部

編集・著作

株式会社

三修社

三修社監修ペラペラ・イタリア旅行会話

©Sanshusha Publishing .Co., Ltd.
編集・著作

株式会社

三修社

z 記述内容についてのお問い合わせは下記へ
株式会社 三修社 ユーザーサポート

Tel. 03 (3713) 0944

Tel. 03 (3585) 1581
本機に収録した辞典は、出版されているそれぞれ

学研監修漢字字典 ©GAKKEN
編集・著作

株式会社

学習研究社

四字熟語早引き辞典 ©GAKKEN
編者・著作 株式会社 学習研究社
暮らしのことわざ早引き辞典 ©GAKKEN
編集・著作 株式会社 学習研究社
カタカナ新語実用辞典
編集・著作

©GAKKEN

株式会社

学習研究社

の辞典に基づいて作成しております。それぞれの
辞典における誤記や誤用につきまして、当社では
その責任を負いかねますのでご了承ください。
本製品およびソフトウェアを使用したことによっ
て生じた金銭上の損害、逸失利益、および第三
者からのいかなる請求につきましても、当社は
一切の責任を負いかねます。
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そ
の
他

研究社 リーダーズ英和辞典について
凡 例
この辞書では英語の普通の語・固有名詞，接頭辞・接尾辞・連結形，略語・記号，外来語，およ
び外国語のフレーズ・引用句を本文に示し，収録した主見出し・副見出し・成句などの収録数は
約27万である．

I

見出し語

1.1 a 配列は原則としてアルファベット順としたが，単につづりが異なる語・追込み見出し・同
義の複合語は比較的近くに配列される場合は必ずしもこの原則によらず一か所にまとめて示
したので注意されたい．また -o- や -i- の付く連結形はほとんどこれらの連結母音を付けな
い形のところで並記するにとどめたので，そのつもりで検索されたい（
（たとえば phosphoro）
．
は phosphor- のところに並記）
（たとえば A1 は
b 数字を含む見出し語の配列は，それを数詞で書いた場合の順序とする（
A one，4-H club は four-H club，F1 layer は F-one layer）
）．
c St. および Mac，Mc の付く複合語の見出し語の配列は，それぞれ Saint，Mac とつづった
場合の順序とする．

1.2 つづりが米英で異なるときは米式つづりを主とし，英式つづりを従として示した．米英のつづり
の違いは縦線（ | ）を用い，米英の違いではないときの並記にはコンマ（，）を用いて区別した．
異つづりを並記するときには，多くの場合共通する部分をハイフン（-）を用いて略記した．
例： hon·or | hon·our（
（米では概して honor とつづり，英では概して honour と
つづる）
）
）
shash·lik, -lick, shas·lik（
（米英ともに3通りのつづりを用いる）
ep·i·logue,《米》-log（
（米英ともに epilogue のつづりが普通で，米ではさらに epilog
ともつづる）
）
★ 派生語・複合語についてはいちいち英式つづりは示さず，また -ize と -ise はほとんど
-ize のほうだけを示した．

1.3 同じつづりの語でも語源が異なるときは別見出しとし，右肩に小文字で番号を付けて区別した．
例： chop1 /tƒ1́p/ V (-pp-) VT, VI（
（おの・なたなどで）
）ぶち切る，伐る；...
chop2 VI, VT (-pp-) ＜風が＞急に変わる，意見（
（など）
）を変える＜about＞；...
chop3 N [PL] あご（jaw）；[PL] 口腔，口，口もと，ほお；...
chop4 N（
（インド・中国貿易における）
）官印，出港［旅行］免状；...

1.4 発音を表記しない見出し語には，本来のつづり字にはないアクセント記号を付けて，発音の
強勢アクセントを示した（kII 発音）
．
例： es·cáp·er // láser prı̀nter // nón-prófit-màking
★ つづり字本来のアクセントは dé · jà vu のように太く示した．
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1.5 a 分節の切れ目は中点（・）で示した．発音の違いによって分節が異なる語は原則として第
一に示した発音によって切った．語頭・語末の1音節をなす1字は切らないほうが望ましいの
で示さない．
例：aphid /éˆf6d, @f-/（
（第一の発音によるので a·phid であるが語頭の1字 a を切らない）
）
b 複合語・派生語については各要素間の切れ目と音節の切れ目が一致するときは，各要素の
切れ目にのみ中点あるいはハイフンを示し，各要素の分節は了解されているものと見なして
省略した．
例： mémber·shı̀p // létter-pérfect // násal·ı̀ze // de·násal·ı̀ze

1.6 省略しうる部分は（ ）括弧で，言い換えできる部分は［ ］括弧で示した．
）
例： dévil’s fòod (càke)（
（devil’s food cake または devil’s food）
aliméntary canál [tráct]（
（alimentary canal または alimentary tract）
）

1.7 スワングダッシュ（〜）は追込み見出し・語形変化・成句・用例中などで，本見出しと同一
つづりの部分を表わすために用いた．

II 発音
2.1 発音は，国際音声記号を用い / / に入れて示した．音声記号の音価については，「発音記号
表」
（p.124）を参照．
2.2 母音記号の上にアクセント符 / ´ / を付けて第1アクセントを示し，/ ´ /を付けて第2アクセ
ントを，/ ` / を付けて第3アクセントを示した．
例： add /2́d/ // ars nova /1́\Rz nóÜv6/ // rep·re·sent /r3̀prˆz3́nt/

2.3 a 発音の異形（variant）はコンマ（,）で区切って並記した．その場合，共通の部分はハイフン
を用いて省略した．
例： qua·dru·pe·dal /kw1drú\p6d’l, kw¡dr6p3́d’l/
amus·ive /6mjú\zˆv, -sˆv/（
（/-/ は共通の部分 /6mjú\/ を表わす）
）
b 米音と英音が異なる場合は次の形式で示した．
例： aunt /2́nt; 1́\nt/（
（＝/米 2́nt; 英 1́\nt/）
）
doll /d1́l, *d4́\l/（
（＝/米英共通 d1́l, 米には d4́\l もある/）
）
c 発音が同じでアクセントだけが異なる場合，各音節を短いダッシュで表わし，アクセント
の位置の違いを示した．
例： gab·ar·dine /¥2́b6RdÌ\n, –` – –´ /（
（/–` – –´ /＝/¥™b6Rdˆ´\n/）
）
im·port V/ˆmp4́\Rt/... –– N /–´ –` /（
（/–´ –` /＝/ˆ´mp¢\Rt/）
）

そ
の
他

2.4 人・場合によって発音されない音は（ ）内に入れて示した．
例： at·tempt /6t3́m(p)t/（
（＝/6t3́mpt, 6t3́mt/）
）
sta·tion /stéˆƒ(6)n/（
（＝/stéˆƒ6n, stéˆƒn/）
）
ただし，/6/ が省略された場合には，次の音が /l/, /m/, /n/ のいずれかであれば，音節主
音（syllabic）になり，音節数は不変である．

2.5 強い形（strong form）もあるが弱い形（weak form）を常用するものは，次のように弱い形を
先に示した．
例： at /6t, ™t, 2́t/ // for /f6R, f¢\R/
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2.6 次のような場合は，繰返しを避けて先行させた語のみに発音を示した．
例： eth·nic /3́˙nˆk/, -ni·cal（
（ethnic /3́˙nˆk/, ethnical /3́˙nˆk(6)l/）
）
equiv·a·lence /ˆkwˆ´v(6)l6ns/, -cy（
（equivalence /ˆkwˆ´v(6)l6ns/, equivalency /
ˆkwˆ´v(6)l6nsi/）
）

2.7 同一見出し語内における並記見出し語・変化形・異品詞・追込み見出しにおいては，通例そ
の異なる部分のみを表記し，同じ部分は /-/ で略記した．
例： Ae·gos·pot·a·mi /ˆ`\¥6sp1́t6màˆ/, -mos /-m6s/ N
ae·ci·um /ˆ´\si6m, -ƒi-/ N (PL -cia/-6/)
ar·tic·u·late /1\Rtˆ´kj6l6t/ 1 ... –– VT, VI /-lèˆt/ ...

2.8 複合語のアクセントを示すために，その構成要素としての一つの単語全体の発音を長いダッ
シュで表わした．
例： A-bomb /éˆ ZCZ/（
（= /éˆb1̀m/）
）
（= /èˆbÌ\óÜ bl5́d ¥rù\p/）
）
ABO blood group /èˆbì\óÜ ZŹZ ZZ̀Z/（

2.9 a 外来語の発音は近似の英語音で示した．ただし，フランス語とドイツ語に由来するものに
ついては原音を示した場合もある．その場合，Ï または ˝ を付して，それぞれフランス語
またはドイツ語の原音であることを示した．
例： genre /Ï Ω⁄\r/
Welt /˝ v#lt/
Ab·é·lard /2́b6l¡\Rd; Ï abela\r/（
（= /英語音 2́b6l¡\Rd; フランス語原音 abela\r/）
）
Augs·burg /4́\¥zb§\R¥, áu¥zbÙ6R¥; ˝ áÜksbÜrk/
（
（= /英語音 $\¥zb§\R¥, áÜ¥zbÙ6R¥; ドイツ語原音 áÜksbÜrk/）
）
b フランス語の複数形などの発音が主見出しの発音と同一の場合は/Z/で示した．
例： va·let de cham·bre /Ï val3 d6ƒ ⁄\br/（PL va·lets de cham·bre /Z/）

2.10 直前の見出し語と発音・つづりおよび分節が同じ場合には，発音・アクセント表記および分
節を省略した．なお，大文字と小文字の違いは，ここではつづりの違いとはみなさない．
例： bear1 /b3́6R, *b2́r/ bear2
grace /¥réˆs/ Grace
Fitz·ger·ald /fitsdΩ3́r(6)ld/ FitzGerald
直前の見出しと分節だけが異なる場合には分節だけを示し発音表記を省略した場合がある．
例： ten·der1 /t3́nd6R/ tend·er2 ten·der3

2.11 次にあげる種類の見出し語には，つづり字の上にアクセントが示してあるだけで発音表記は
ないが，構成要素それぞれの発音は独立見出しで与えられているから，その発音を合成し，
示されたアクセント型で発音するものとする．
a 二語（以上の）見出し
例： áction stàtion（
（action, stationは独立に見出しとしてあり，発音はそれぞれ
/2́kƒ(6)n/, /stéˆƒ(6)n/ であるから，これを合成して示されたアクセント型を
付与すれば /2́kƒ(6)n stéˆƒ(6)n/ となる）
）
ábsentee bállot（
（absenteeは単独では /™bs(6)ntˆ´\/ であるが，全体としては
/@bs(6)ntì\ b2́l6t/ と発音することを示す）
）
独立見出しとしては記載されていない語については，その部分だけ発音を示した．
例： Brám·ah lòck /br1́\m6-, *br2́m-/
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b 複合語
例： bláck·bı̀rd // fı́nger·prı̀nt // out·dóors
複合語の構成要素の一部の発音が独立見出しの発音と異なるときはその要素の発音を示し
た．
（=/bǗkm6n, bǗkm2̀n/）
）
例： bóok·man /-m6n, -m2̀n/（
複合語の発音の一部を示すときは，その要素に第1アクセントがあれば見出し語の上にこれ
を示し，これ以外は示さない．
例：os·cı́l·lo·gràph /1sˆ´l6-/ // frac·to·cúmulus /fr2̀ktoÜ-/
c 派生語および屈折形の中で，語幹の発音・つづり・分節に影響を及ぼさず，それ自身一
定した発音をもっている接辞の付いているものの発音も省略した．また，所有格および複数
の s の発音は省略した．
例： accépt·ance // áct·ing // kı́nd·ness // státes·man /-m6n/ // Súndays
d 音節の増加をもたらさない文字の付加によってでき上がった語は，発音を示さず，全体の
分節とアクセントだけを示した．
例： com·préssed // màth·e·mát·ics
派生または屈折によってサイレントの e が脱落したり，y が i に変わったり，子音字が重
なったりした場合には，発音を省略してアクセントのみ示したが，初出の場合にかぎって語
全体の分節を示した．
例： báb·bler // com·pút·er // háp·pi·ness // trans·mı́t·ter // be·gı́nning
// réd-crèst·ed póchard
e 派生または屈折によって同じ子音字が重なった場合，原則として発音は単一である．
（=/sp3́F(6)li/）
）// cút·ter（
（=/k5́t6R/）
）// be·gı́n·ner（
（=/bˆ¥ˆ´n6R/）
）
例： spécial·ly（
f 連結形を含む語で，連結形の発音が一定している場合．
例： hỳdro·therapéutics // mòno·mánia // nèo·clássic
★（1）発音を省略した見出しで，構成要素の切れ目（と同時に分節点）を示す中点（・）は
構成の順序とは必ずしも関係がない．
例： dis·assémbler（
（構成の順序は（dis+assemble）+er）
）
un·kı́nd·ness（
（構成の順序は（un+kind）+ness）
）
（2）発音を表記しない見出し語に対する発音の異形を示すために/,.../ /;.../ などを用いた．
例： dı́·amı̀de /, daˆ2́m6d/（
（=/dáˆ6màˆd, daˆ2́m6d/）
）
àm·bu·la·tó·ri·ly /;2́mbjul6t(6)rˆli/（
（=/2̀mbj6l6t$\r6li; 2́mbjÜl6t(6)rˆli/）
）

2.12 発音表記を省略できる語でも紛らわしいときには註として発音を添えたものがある．
例： àr·che·týpical /-tˆ´p-/ // léad tı̀me /lˆ´\d-/, // léad·wòrk /l3̀d-/ // wéllréad /-r3́d/

そ
の
他

III 品詞
（p.121）を参照．
3.1 品詞表示の略語については「略語表」

3.2 一語で2品詞以上にわたる場合，— を用いて同一項内で品詞の分かれ目を示した．
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IV 語形変化
4.1 不規則な変化形のつづり・発音は（ ）括弧の中で以下のように示した．ただし複合語・派
生語については必ずしも示さない．

4.2 名詞の複数形
例： the·sis /˙ˆ´\s6s/ N（PL -ses /-sˆ`\z/）
goose /¥ú\s/ N（PL geese /¥ ´ˆ\s/）
deer /dˆ´6R/ N（PL ~, ~s）
pi·ano /pi2́noÜ, pj2n-/ n（PL -án·os）

4.3 a 不規則動詞の過去形；過去分詞；-ing形
例： run /r5́n/ V (ran /r2́n/; run; rún·ning)
cut /k5́t/ V (~; cút·ting)
sing /sˆ´©/ V (sang /s2́©/,《まれ》sung /s5́©/; sung)
b 語幹の子音字を重ねる場合は次のように示した．
（-pp- = flı́pped; flı́p·ping）
）
例： flip /flˆ´p/ VT, VI (-pp-)（
pat1 /p2́t/ V (-tt-)（
（-tt- = pát·ted; pát·ting）
）
trav·el /tr2́v(6)l/ V (-l-|-lI-)（
（-l-|-lI- =《米》tráv·eled; tráv·el·ing|（
《英》tráv·elled;
tráv·el·ling）
）
pic·nic /pˆ´knˆk/ ... — VI (-nick-)（
（-nick- = pı́c·nicked; pı́c·nick·ing）
）

4.4 形容詞・副詞の比較級；最上級
単音節語には -er; -est を付け，2音節以上の語には more; most を付けるのを通則とするので，
通則に従う変化は示さない．これに反するもの，またはつづり・発音の注意すべきものは次
のように示した．
例：good /¥Ǘd/ 1 (bet·ter /b3́t6R/; best /b3́st/)
big1 /bˆ´¥/ 1 (bı́g·ger; bı́g·gest)
long1 /l4́(\)©, l1́©/ 1 (~·er /-©¥-/; ~·est /-©¥-/)

V 語義と語法
5.1 多義語・重要語については，通例アラビア数字 1 2 3 を用いて語義の分類を示した．さら
に上位区分として A B を用い，下位区分として a b c を用いた（k本文 the）．
5.2 訳語の前に［ ］括弧を用いて文法・語法上の指示・説明を添えた．
例：［C-］
［s-］
（
（大文字または小文字で始まることを示す）
）//［the ~］
［a ~］
（
（冠詞 the, a
が付く）
）//［uPL］
（
（普通は複数形で用いる）
）,［~ s］
（
（見出しに s が付く）
）//
［<S¥>］
［<PL>］
［<S¥/PL>］
（
（構文上の単数・複数）
）//［P1SS］
［PP］
［PRe D］

5.3 小型頭文字（SMALL CAPITALS）は参照すべき見出し語を示す．紙面の節約のため，語義（の一
部）
・説明語（句）
・相互参照など随所に用いたので十分活用されたい．ただし，用例で用い
たものは見出し語の存在を示すインデクスに過ぎない．
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（p.121））
．《古》
《まれ》,《スコ》
《豪》
5.4 a 用法指示ラベルには《 》を用いた（k「略語表」
《方》，《詩》
《口》
《俗》などの用法指示は絶対的なものではなく，いずれもおおよその傾向
を示すにとどまり，またその傾向の程度もまちまちで決して一様ではない．
《米》
《英》の表
記はそれぞれ * , '' の記号で示した．《・英古》
《・英方》のように中点（・）を付したものは
それぞれ「《英》では《古》
」
「《英》では《方》
」の意を表わす．
を用いた． 医 昆 哲 などの指示は，必ずしも専
b 学術用語などの分野指示には
門用語であることを示すものではない．たとえば 植 によって植物学の学術用語であるこ
とを示すこともあれば，単に語義が植物であることを示すだけのこともある．
c 制度・団体などの国籍を示すのに
を用いた． 米 英 はそれぞれ（
（米国の）
）
（
（英
（アイルランドの）
）の意であり，
《アイル》がことばとして
国の）
）の意である． アイル は（
Irishであることを示すものと異なる．

5.5 訳語では＜ ＞括弧を用いて，動詞の主語・目的語や形容詞と名詞の連結などを示した．
例： date1 ... — VT 1 a ＜手紙・文書＞に日付を入れる；＜事件・美術品など＞の日時
*
＜異性＞と会う約束をする＜UP＞，... とデートする
［年代］を定める；... 2《口》
［つきあう］
．
easy ... a ... 2 a 安楽な，気楽な，楽な（at ease）；＜気分・態度などの＞くつろいだ
（frank）；...；＜衣服などが＞きつくない，ゆるい:... 3 ＜傾斜が＞なだらかな；
＜談話・文体などの＞すらすらした；... ；＜速度などが＞ゆるやかな：... 4 a
＜規則・条件など＞きびしくない，ゆるやかな． b 商 ＜商品が＞供給豊富な，
＜市場の取引が＞緩慢な...

5.6 見出し語と連結する前置詞・副詞・接続詞を訳語のあとに ＜IN, 1T＞ ＜oN＞ ＜TH1T＞ のよ
うに示した．
例： acquaint ... VT ＜人＞に知らせる，... ，告げる＜WITH a fact, TH1T, HoW＞；...
capable ... 1 1 a ...；＜...に必要な＞実力［資格］のある＜fo R＞：... 2 b ...，＜...に＞
耐えうる，＜...を＞入れうる＜o f＞：...
familiarity ... N 1 よく知っていること，精通，熟知，知悉＜WITH＞ ．...
mine2 ... — VT 1 a ...；＜資源などを＞枯渇させる＜oUT＞．...

5.7 同意語（synonym）は訳語のあとに（ ）括弧で，反意語（antonym）は（opp....）の形で，説明
語句は訳語の前または後ろに（
（ ）
）を用いて示した．

5.8 語義・訳語に用いた（ ）括弧は（ ）内を省略しうることを示し，［ ］括弧は先行の語（句）
と置き換えうることを示す．
例： graánd-dúcal 1 大公（妃）の；帝政ロシアの皇子［皇女］の．（
（「大公の，大公妃
の；帝政ロシアの皇子の，帝政ロシアの皇女の」の意）
）

5.9 随所に★を用いて，（1）発音・つづり字・語法・文法・慣用その他についての補足的な注
意・説明・参考事項などを示し（k本文 A , BE, SOMEONE, TWENTY-THREE, etc.），（2）類語を一か所に
列記して各語間の関連を明確にした（k本文 ARMY, BEAUFORT SCALE, METER , TYPE, etc.）．
2

1
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そ
の
他

VI 用例と成句
6.1 限られた紙面になるべく多くの語義を収載する方針を採ったために，全体に用例を相当割愛
した．用例および成句中での（ ）括弧，［
義・訳語（k5.8）の場合と同じである．

］括弧の用法は，見出し語（k1.6）および語

a 用例は語義のあとをコロン（：）で区切って示し，用例と用例の区切りは斜線（ / ）で示
した．
b 用例および成句中では，3字以上の見出し語相当のつづりにはスワングダッシュ
（〜）
を用
いた．用例中の見出し語の変化形，および注意すべき冠詞・前置詞・副詞・接続詞などはイ
タリック体で示し，その他はローマン体で示した．小文字 c で始まる見出し語の項で C~ と
あれば大文字で始まることを示し，逆に大文字 S で始まる見出しの項で s~ とあれば小文
字で始まることを示す．
c 用例は必ずしも全訳せずに必要箇所のみを訳出し，また意味が自明であるときはまったく
訳を示さないこともある．

6.2 a 成句はボールド体で，成句中の見出し語部分の品詞に従って，その品詞の記述の最後に一
括して示した．ただし，品詞分類の煩わしい語については，品詞の別を無視して幾つかの品
詞の成句をまとめて示したものもある．
b 成句の並べ方はアルファベット順を原則としたが，類縁の成句などは一か所にまとめたも
のもあるので注意されたい．
c 成句の意味分類はおおむねセミコロン（；）で区切るにとどめたが，これでは煩雑になる
場合，および相互参照に便利になる場合には（1）
（2）
（3）と分類した．また，時として成
句の品詞を示したものもある．
例： make1 ... V ... ~ out（1）
［通例 can, could を伴って］
（
（なんとか）
）理解する，...（2）起
草する，...；詳細に描く．
（3）
信じさせる，証明する，...；
《口》
見せかける，ふり
をする＜TH1T＞：...（4）
《口》
（うまく）やっていく，成功する＜WITH＞；＜人と＞
（うまく）やっていく＜WITH＞；やりくりする：...（5）＜金を＞こしらえる；まと
め上げる．
（6）*《俗》
（女を）うまくモノにする，...
draw ... V ... ~ on（VT）
（1）引き上げる；＜手袋・靴下などを＞はめる，履く...（2）
＜人を＞誘い込む，＜...するように＞励ます＜To Do＞；...（3）＜手形を＞...あ
てに振り出す...（VI）
（4）
（源を）...にたよる，...を利用する；...に要求する： ...
（5）近づく，迫る（approach）；＜船が＞他船に近づく．
d 成句に添える用例の示し方は一般の語義に添える用例の扱いと同じである（k6.1）．

6.3 a 用例および成句中に用いた one, one’s, oneself は，その位置に文の主語と同一の人または
物を表わす名詞または代名詞がはいることを示す．
例： mas·ter1 ... N ... make oneself ~ of ...に熟達する, ...を自由に使いこなす．
（
（たとえば He made himself ~ of... となる）
）
b 用例および成句中に用いた sb または sth は，その位置に文の主語と異なる人または物を
表わす名詞または代名詞がはいることを示す．
例： bag1 ... N ... give［leave］sb the ~ to hold 人を窮境に見捨てる．
（
（たとえば J1cK ¥ave HeR the – to hold. となる）
）
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VII 語源
7.1 語源は各語の記述の最後に［ ］括弧に囲んで示した．記述は，現在の語義・語形の理解に
役立つことを主眼とし，必要に応じてセミコロン
（；）のあとに説明を加えた．語義上特筆
すべきことがない場合，言語名の表示にとどめる．

7.2 ［＜］は derivation を示す．語源欄最初の（言）語は直接のもとを示すが，最後は最終語源
とは限らない．借入経路を省略した場合はコンマを入れて［...,＜ ...］で示す．
例： turban［MF, ＜ Turk ＜ Pers; cf. TULIP］

7.3 小型頭文字は，関連語の語源欄・成句参照を意味する．直前・直後の語またはその語源欄
の参照はそれぞれ［↑］
［↓］で示す．
例： antsy［cf. have ANTs in one’s pants］

7.4 ［ ? ］は語源が不確実または不明の語に付し，必要に応じて初出世紀・関連語などを示す．
また，借入源を特定言語に確定できない場合，地域名を（
例： tag2［C18<?］
nasty［ME<?;cf. Du nestig dirty］
banana［Sp or Port<（Guinea）］

）内に示す．

VIII 諸記号の用法
8.1 諸種の括弧
a（ ）
（1） 括弧内が省略されうることを示す（k1.6，2.4，5.8，6.1）．
（2） 見出し語の語形変化を示す（kIV）．
（3） 同意語・反意語・参照語（句）を示す（k5.7）．
（4） 人の生没年・歴史年代や，漢字のふりがな・仮名の送り漢字などを示す．
b [ ]
（1） 語（句）の入れ換えを示す（k1.6，5.8，6.1）．
（2） 語法などの指示を示す（k5.2）．
c［

］ 全記述の末尾において語源を示す（kVII）．
語義・句義の末尾において意味の由来を示す．
略語中において言語名や外国語のつづりを示す．

d（
（ ）
）
（1） 語義・訳文などの前後に置いて限定的・補足的説明を示す（k5.7）．
（2） 関連語, 特に関連形容詞を示す．
例： star /st1́\R/ n 1 a 星，恒星（cf. PLANET）
（
（cf. ASTRAL. SIDEREAL. STELLER a）
）；...
e /
f

/ 発音を示す（kII）

< > の用法については5.5，5.6を参照．

g 《
h

そ
の
他

》 の用法については5.4を参照．
の用法については5.4を参照．
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8.2 a ハイフンは次のように用いた．
（1） 見出し語（
（–, –）
）
複合語
接頭辞・接尾辞・連結形
一部省略
つづりの改行の切れ目
（2） 見出し語以外（
（–, –）
）
つづり本来のハイフン
発音表記の一部省略
つづり・発音表記の
改行の切れ目

dóuble-lóck VT ...
ad- // -ics // Russo- // -phobia
bı̀o·chémical, -chémic 1 生化学の，生化学的な．
— n［-cal］生化学製品［薬品］．-ical·ly 1DV
Ca·mel·o·par·da·lis /k6m3̀l6p1́\Rd(6)l6s/,
Camel·o·par·dus /k6m3̀l6p1́\Rd6s/ 天 きりん座...
（well-known）...
fa·mous /féˆm6s/ a 1 有名な，名高い
ole·ic /oÜlˆ´\ˆk, -léˆ-; óÜli-/ 1 油の； 化 オレイン酸の．
Do·lo·res /d6l4́\r6s/ ドローレス（
（女子名；愛称 Lola,
Loleta, Lolita）
）
．
［Sp＜L=sorrows
（of the Virgin Mary）
］
．
al·do-ste·rone /2ld1́st6ròÜn, 2́ldoÜst3́6ròÜn, 2̀ldoÜst6róÜn,
ŹZZZ̀/ N（
（生化）
）アルドステロン...

b 小型頭文字は参照すべき見出し語を示す（k5.3，7.3）．
c （1）u，o，s はそれぞれ Usually（通例）
，often（しばしば），Sometimes（時に）を記号化し
たもので，次のように用いた．
例： [uPL]（
（通例複数で用いる）
）// [oP–]（
（しばしば P で始まる）
）// [u~S, ＜SY＞]
（
（通例 -s 付きの形で構文上は単数扱い）
）
なお，発音表記に用いるときも同じ．
（2）* , '' はそれぞれ《米》
，《英》の意．
（3）+（プラス）は派生語などの語義記述の前において，「記述するまでもない派生的な
意味に加えて」の意．
d その他
~, ~ 見出し語と同一のつづりを表わす（k1.7，6.1b）．
参照すべき項目を示す．
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★

注意事項・一括列記（k5.9）

☆

地名の説明中で，都市名の前に付けて首都・州都・中心都市を示す．

...

語義・用例・訳文中において，...の所にいろいろな語が該当することを示す．
「instead
of... の代わりに」のように英語・日本語の共通部分にはこれを繰り返さない．

o

略語・記号の見出しで，そのもととなった2語以上から成る語句の前に付けて，それ
が見出しにあることを示す．
例：BA 野 o batting average.（
（batting average の見出しがある）
）．

∗

語源の記述で，例証されないが同族語の対応などから理論的に再建された語形であ
ることを示す．
例：la·dy ...［OE hl2-fdige loaf kneader（hl1-f bread, ∗DIY- to knead; cf. DOUGH）; cf.
LORD］

略 語 表
1
1DV
1TTRIB
coMB foRM
coMPD
coNJ
De RoY
DI1L
DIM
eUPH
fe M
fIY
fReq
IMIT
《詩》
《古》
《廃》
《口》
《文》
《俗》
《学俗》
《海俗》
《韻俗》
医
遺
印
韻
宇
映
泳
園
音
化
海
解
画
楽
カト
眼
気
機
旧約
キ教
ギ神
ギ正教
魚
空
軍
経
劇
建
言
工
光
鉱
古ギ
古史
古生

adjective
adverb
attributive
combining form
compound
conjunction
derogatory
dialect
diminutive
euphemism
feminine
figurative
frequentative
imitative
poetical
archaic
obsolete
colloquial, informal
literary
slang
school slang
sailors’ slang
rhyming slang
医学
遺伝学
印刷
韻律学
宇宙
映画
水泳
園芸
音声学
化学
海語，航海
解剖学
絵画
音楽
カトリック
眼科
（学）
気象
（学）
機械
旧約聖書
キリスト教
ギリシア神話
ギリシア正教
魚類
（学）
航空
軍事
経済
（学）
演劇
建築
（学）
言語
（学）
工学
光学
鉱物
（学）
，鉱山
古代ギリシア
古代史
古生物

IMPV
INT
INTeR
IRoN
Joc
M1Sc
N
NeY
o BJ
P
P1SS
PL
PoSS
PP
《卑》
《まれ》
《幼児》
《方》
《米》
，*
《英》
，''
《スコ》
《北イング》
《アイル》
古ロ
昆
財
史
歯
紙
写
社
狩
宗
修
商
晶
城
植
心
人
新約
数
スポ
生
政
聖
生化
生保
染
測
地
畜
地物
彫
鳥
哲
電
電算

imperative
interjection
interrogative
ironical
jocular
masculine
noun
negative
objective
past
passive
plural
possesive
past participle
vulgar, taboo
rare
nursery
dialectal
Americanism
Briticism
Scottish
North England
Irish
古代ローマ
昆虫
（学）
財政
（学）
歴史
（学）
歯科
（学）
製紙
写真
社会学
狩猟
宗教
修辞学
商業
結晶
築城
植物
（学）
心理学
人類学
新約聖書
数学
スポーツ
生物
（学）
政治
（学）
聖書
生化学
生命保険
染色，染料
測量
地質学
畜産
地球物理学
彫刻
鳥類
（学）
哲学
電気
電算機

PReD
PRe f
PRe P
PRe S P
PRo N
RfLx
sb
SY
sth
SUf
V 1UxIL
VI
Voc
VT
《ウェールズ》
《ニューイング》
《豪》
《ニュ》
《インド》
《カナダ》
《南ア》
《カリブ》

天
統
動
図書
日
農
馬
バスケ
バド
美
フェン
服
フット
プロ
保
ボウル
ボク
法
砲
紡
簿
紋
野
冶
薬
郵
窯
理
力
林
倫
レス
労
ロ神
論

predicative
prefix
preposition
present participle
pronoun
reflexive
somebody
singular
something
suffix
auxiliary verb
intransitive verb
vocative
transitive verb
Welsh
New England
Australian
New Zealand
Anglo-Indian
Canadian
South Africa
Carib

天文学
統計学
動物
（学）
図書館
（学）
日本
農業，農学
馬術
バスケットボール
バドミントン
美術
フェンシング
服飾
フットボール
プロテスタント
保険
ボウリング
ボクシング
法学，法律
（学）
砲術
紡績
簿記
紋章
（学）
野球
冶金
薬学
郵便，郵趣
窯業
物理学
力学
林業
倫理学
レスリング
労働
ローマ神話
論理学
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言 語 名 の 略 形
AF
(Afr)
Afrik
Akkad
AL
Alb
Amh
AmInd
AmSp
AN
Arab
Aram
Assyr
(Austral)
Bulg
CanF
Cat
Celt
Chin
Copt
Corn
Dan
Du
E
Egypt
F
Finn
Flem
Frank

Fris
G
Gael
Gk
Gmc
Goth
Haw
Heb
Hind
Hung
Icel
IE
Ir
It
Jav
Jpn
L
LaF
Latv
LG
Lith
M...
MDu
ME
MexSp
MHG
MLG
ModGk
ModHeb

Anglo-French
Africa
Afrikaans
Akkadian
Anglo-Latin
Albanian
Amharic
American Indian
American Spanish
Anglo-Norman
Arabic
Aramaic
Assyrian
Australia
Bulgarian
Canadian French
Catalan
Celtic
Chinese
Coptic
Cornish
Danish
Dutch
English
Egyptian
French
Finnish
Flemish
Frankish

Frisian
German
Gaelic
Greek
Germanic
Gothic
Hawaiian
Hebrew
Hindustani
Hungarian
Icelandic
Indo-European
Irish
Italian
Javanese
Japanese
Latin
Louisiana French
Latvian
Low German
Lithuanian
Middle/Medieval
Middle Dutch
Middle English
Mexican Spanish
Middle High German
Middle Low German
Modern Greek
Modern Hebrew

NL
Norw
O...
ODu
OE
OF
OHG
ON
OS
Pers
Pol
Port
Prov
Russ
Sc
Scand
Sem
Serb
Serbo-Croat
Skt
Slav
Sp
Swed
Syr
Turk
(WInd)
Yid

Neo-Latin
Norwegian
Old
Old Dutch
Old English
Old French
Old High German
Old Norse
Old Saxon
Persian
Polish
Portuguese
Provençal
Russian
Scottish
Scandinavian
Semitic
Serbian
Serbo-Croatian
Sanskrit
Slavonic
Spanish
Swedish
Syriac
Turkish
West Indies
Yiddish

Shakespeare 作品の略形
All’s W
Antony
As Y L
Caesar
Corio
Cymb
Errors
Hamlet
1 Hen IV
2 Hen IV
Hen V
1 Hen VI
2 Hen VI
3 Hen VI
Hen VIII
John
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All’s Well That Ends
Well
Antony and Cleopatra
As You Like It
Julius Caesar
Coriolanus
Cymbeline
The Comedy of Errors
Hamlet
1 Henry IV
2 Henry IV
Henry V
1 Henry VI
2 Henry VI
3 Henry VI
Henry VIII
King John

Kinsmen
Lear
Love’s L L
Lucrece
Macbeth
Measure
Merch V
Merry W
Mids N D
Much Ado
Othello
Pericles

The Two Noble
Kinsmen
King Lear
Love’s Labour’s Lost
The Rape of Lucrece
Macbeth
Measure for Measure
The Merchant of
Venice
The Merry Wives of
Windsor
A Midsummer Night’s
Dream
Much Ado about
Nothing
Othello
Pericles

Rich II
Rich III
Romeo
Shrew
Sonnets
Tempest
Timon
Titus
Troilus
Twel N
Two Gent
Venus
Winter’s

Richard II
Richard III
Romeo and Juliet
The Taming of the
Shrew
Sonnets
The Tempest
Timon of Athens
Titus Andronicus
Troilus and Cressida
Twelfth Night
The Two Gentlemen of
Verona
Venus and Adonis
The Winter’s Tale

英訳聖書（AV）書名の略形
Acts
The Acts of the Apostles
Amos Amos
1 Chron The First Book of the Chronicles
2 Chron The Second Book of the Chronicles
Col
The Epistle of Paul the Apostle to the
Colossians
1 Cor The First Epistle of Paul the Apostle to the
Corinthians
2 Cor The Second Epistle of Paul the Apostle to
the Corinthians
Dan
The Book of Daniel
Deut
The Fifth Book of Moses, called
Deuteronomy
Eccles Ecclesiastes, or the Preacher
Ephes The Epistle of Paul the Apostle to the
Ephesians
Esth
The Book of Esther
Exod
The Second Book of Moses, called Exodus
Ezek
The Book of the Prophet Ezekiel
Ezra
Ezra
Gal
The Epistle of Paul the Apostle to the
Galatians
Gen
The First Book of Moses, called Genesis
Hab
Habakkuk
Hag
Haggai
Heb
The Epistle of Paul the Apostle to the
Hebrews
Hos
Hosea
Isa
The Book of the Prophet Isaiah
James The General Epistle of James
Jer
The Book of the Prophet Jeremiah
Job
The Book of Job
Joel
Joel
John
The Gospel according to St. John
1 John The First Epistle General of John
2 John The Second Epistle of John
3 John The Third Epistle of John
Jonah Jonah
Josh
The Book of Joshua
Jude
The General Epistle of Jude
Judges The Book of Judges
1 Kings The First Book of the Kings
2 Kings The Second Book of the Kings
Lam
The Lamentations of Jeremiah
Lev
The Third Book of Moses, called Leviticus
Luke
The Gospel according to St. Luke
Mal
Malachi
Mark The Gospel according to St. Mark
Matt The Gospel according to St. Matthew
Mic
Micah
Nah
Nahum
Neh
The Book of Nehemiah

The Fourth Book of Moses, called Numbers
Obadiah
The First Epistle General of Peter
The Second Epistle General of Peter
The Epistle of Paul to Philemon
The Epistle of Paul the Apostle to the
Philippians
Prov
The Proverbs
Ps
The Book of Psalms
Rev
The Revelation of St. John the Divine
Rom
The Epistle of Paul the Apostle to the
Romans
Ruth
The Book of Ruth
1 Sam The First Book of Samuel
2 Sam The Second Book of Samuel
Song of Sol
The Song of Solomon
1 Thess The First Epistle of Paul the Apostle to the
Thessalonians
2 Thess The Second Epistle of Paul the Apostle to
the Thessalonians
1 Tim The First Epistle of Paul the Apostle to
Timothy
2 Tim The Second Epistle of Paul the Apostle to
Timothy
Titus The Epistle of Paul to Titus
Zech
Zechariah
Zeph
Zephaniah
Num
Obad
1 Pet
2 Pet
Philem
Philip

外典（Apocrypha）
Baruch Baruch
Bel and Dragon
The History of the Destruction of Bel and
the Dragon
Ecclus The Wisdom of Jesus the Son of Sirach, or
Ecclesiasticus
1 Esd I Esdras
2 Esd II Esdras
Judith Judith
1 Macc The First Book of the Maccabees
2 Macc The Second Book of the Maccabees
Pr of Man
The Prayer of Manasses
Rest of Esther
The Rest of the Chapters of the Book of Esther
Song of Three Children
The Song of the Three Holy Children
Susanna The History of Susanna
Tobit Tobit
Wisd of Sol
The Wisdom of Solomon
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発 音 記 号 表
/記号/
例
語
/aˆ/
ice, mine, sky
/aÜ/
out, bound, cow
/1; 4/
ox, ootton
/1\/
alms, father, ah
/1\R/
art, card, star
/2/
attic, hat
/2; 1\/ ask, branch
/b/
bed, rubber, cab
/d/
desk, rudder, good
/dΩ/
gem, adjective, judge
/ø/
this, other, bathe
/3/
end, bell
/eˆ/
aim, name, may
/36R, *2r/air, care, heir, prayer,
there
/6/
ability, silent, lemon,
upon, banana
/6R/
butter, actor
/6\R/
earn, bird, stir
/6\, 5; 5/ courage, hurry, nourish

/記号/
/f/
/¥/
/h/
/ˆ/
/i/
/i\/
/ˆ6R/
/j/
/k/
/l/
/m/
/n/
/©/
/oÜ; 6Ü/
/4(\), 1/
/4\/
/4\R/
/4ˆ/
/p/
/r/

例
語
fox, offer, if
gum, beggar, big
house, behind
ink, sit, city
easy, curious
eat, seat, see
ear, beard, hear
yes
call, lucky, desk
leg, melon, call
man, summer, aim
note, dinner, moon
ink, sing
open, most, show
dog, orange, soft
all, fall, saw
order, cord, more
oil, coin, boy
pay, upper, cup
rain, sorry

/記号/
/s/
/ƒ/
/t/
/tƒ/
/˙/
/Ü/
/u/
/u\/
/ÜAR/
/v/
/5/
/w/
/z/
/Ω/

例
語
cent, fussy, kiss
ship, station, fish
top, better, tent
chair, pitcher, match
think, pithy, both
good
mutual, sensuous
ooze, food, too
poor, tour
vine, cover, love
up, blood
way
zoo, busy, lose
measure, rouge

/´/
/´/
/`/

第１アクセント
第２アクセント
第３アクセント

★ （1）丸括弧：略しうる音：/stéˆƒ(6)n/=/stéˆƒ6n, stéˆƒn/ // /(h)w3́n/=/hw3́n, w3́n/
（2）/’/: 次の子音が音節主音であることを表わす：/b1́t’l/=/b1́tl/．
（3）/2\ 1\/ などのセミコロン（;）の左は米音，右は英音を表わす：ask /2́sk; 1́\sk/ は米音
/2́sk/，英音 /1́\sk/ の意．wélfare státe /;ZŹZ ZŹZ/ は英では wélfare státe の意．
（4）/(\)/ は一般に長母音と短母音の両方の発音があることを表わすが，/4(\)/ は，米音 /4\/，
英音 /4/ の意．
（5）/1\R/ /3AR, *2r/ /6\R/ /6R/ /ˆAR/ /4\R/ /ÜAR/ の /R/ は，英音では切れ目なしに母音が続く場
合にのみ発音される /r/ を表わす．すなわち子音の前と語末であとに母音がすぐ続かない
ときは発音されない．米音では先行する /6/ に影響を与えてそれとともに /=/ と表わされ
る「r 音色のついた母音（R-colored vowel）
」になる．また米音では，/1\R/ は /1=/，/4\R/ は
/4=/ と発音される．/A/ は英音でのみ発音され，米音では発音されない /6/ で表わす．
．
（6）/,*.../ /,''.../ の ... はそれぞれ「米音［英音］としては ... の発音もある」の意（k「凡例」2.3b）
（7）
「発音表記のない本見出し語の発音」については「凡例」2.10, 2.11参照．

非英語音およびその他の記号
/Y/
/y/
/Ø/
/8/
/⁄/
/‹/
/›/

Bürger, Lunéville（唇をまるめて /ˆ/ を発音する）
Psychologie（唇をまるめて /i/ を発音する）
feu2, Neuchâtel（唇をまるめて/e/ を発音する）
jeunesse, œuf（唇をまるめて /3/ を発音する）
pensée, sans（鼻音化した /1/）
Maintenon, vin rosè（鼻音化した /3/）
bonsoir, garçon（鼻音化した /4/）
/°/ chacun à son goût（鼻音化した/8/）
/ç/ Brecht, nicht wahr（中舌面を硬口蓋に近づけて
出す無声摩擦音）
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/x/

Bach, loch（後舌面を硬口蓋に近づけて出す無
声摩擦音）
/√/ ennui, nuit blanche（/y/ に対応する半母音）
/≤/ Bourgogne, Montaigne（口蓋化した /n/）
/µ/ ugh（唇をまるめない /Ü/; 日本語の「ウ」）
/ / phew（両唇をせばめて出す無声摩擦音：日本
語の「フ」の音）
/ /
/o /

uh-oh / % òÜ/（声門閉鎖音；日本語の「アッ」
（驚きの声）の「ッ」の音）
hem /m
m/（無声化した /m/）
o

発音省略語尾一覧表
A

B

C

D

E

F

G

H

I

L

-abil·i·ty /6bˆ´ l6ti/ -able /6b(6)l/ -ably /
6bli/ -adel·phous /6d3́lf6s/ -age /ˆdΩ/ -al
/(6)l/ -an /6n/ -ance /(6)ns/ -an·cy /
(6)nsi/ -an·drous /2́ndr6s/ -ant /(6)nt/
-arch /1̀\Rk/ -ar·chy /1̀\Rki/ -ard /6Rd/
-ary /ŹZ 3̀ri, Ź6ri; Ź(Z)6ri/ -as·ter /2̀st6R,
2́s-/ -ate /6t, èˆt/ -a·tion /éˆƒ(6)n/
-bi·ont /báˆ1̀nt/ -bi·o·sis /baˆóÜs6s, bi- (PL ses /-sì:z/) -blast /bl2̀st; bl1̀\st/
-blas·tic /bl2́stˆk/
-carp /k1̀\Rp/ -car·pic /k1́\Rpˆk/
-car·pous /k1́\Rp6s/ -car·py /k1̀\Rpi/
-cene /sì\n/ -cen·tric /s3́ntrˆk/ -ce·phal·ic
/s6f2́lˆk, k3-/ -ceph·a·lous /s3́f6l6s/
-ceph·a·ly /s3́f6li/ -cer·cal /s6́\Rk(6)l/
-chore /k4̀\R/ -chrome /kròÜm/ -ci·dal /
sáˆd’l/ -cide /sàˆd/ -cli·nal /kláˆn’l/ cline /klàˆn/ -cli·nous /kláˆn6s/ -coc·cus
/k1́k6s/ -coel /sì\l/ -coele /sì\l/ -cot·yl /
k1́t(6)l/ -crat /kr2̀t/ -crat·ic /kr2́tˆk/
-cy /si/ -cyst /sìst/ -cyte /sàˆt/
-dac·ty·lous /d2́kt6l6s/ -dac·ty·ly /
d2́kt6li/ -den·dron /d3́ndr6n/ -derm /
d6́\Rm/ -der·ma /d6́\Rm6/ -der·mic /
d6́\Rmˆk/ -der·mis /d6́\Rm6s/ -dom /d6m/
-drome /dròÜm/
-ean /i6n/ -ec·to·my /3́kt6mi/ -ed /6d, d,
t/ -ee /ˆ´ \/ -eer /ˆ´ 6R/ -en /(6)n/ -ence /
(6)ns/ -en·cy /(6)nsi/ -ent /(6)nt/ -er /6R/
-ern /6Rn/ -ery /(6)ri/ -es /6z, ˆz, z, s/
-ese /ˆ´ \z, ´ˆ \s/-ess /6s, ˆs, 3́s/ -est /6st, ˆst/
-eth /6˙, ˆ˙/
-fa·cient /féˆƒ(6)nt/ -fac·tion /f2́kƒ(6)n/
-fac·tive /f2́ktˆv/ -fest /f3̀st/ -flo·rous /
fl4́\r6s/ -fold /fòÜld/ -form /f4̀\Rm/ -fuge
/ŹZfjù\dΩ/ -ful /fÜl, f(6)l/
-gam·ic /¥2́mˆk/ -ge·net·ic /dΩ6n3́tˆk/
-genic /dΩénˆk, dΩˆ´ \nˆk/ -glot /¥l1̀t/ -gon
/ŹZ¥1̀n, Z¥6n; Z¥6n/ -grade /¥rèˆd/
-gram /gr2̀m/ -graph /¥r2̀f; ¥r1̀\f/
-graph·ic /¥r2́fˆk/ -graph·i·cal /
¥r2́fˆk(6)l/
-he·dral /hˆ´ \dr6l, ''h3́d-/ -he·dron /hˆ´ \dr6n
''h3́d-/ (PL ~s, -dra /Zdr6/) -hip·pus /
hˆ´ p6s/ -hood /hǛd/
-ian /i6n/ -ibil·i·ty /6bˆ´ l6ti/ -ible /6b(6)l/
-ibly /6bli/ -ic /Ź ˆk/ -i·cal /Ź ˆk(6)l/ -ing
/ˆ©/ -ish /ˆƒ/ -ism /ìz(6)m/ -ist /ˆst/ -ite
/àˆt/ -ive /Ź ˆv/ -iza·tion /6zéˆƒ(6)n; àˆ-/
-ize /àˆz/
-less /l6s/ -let /l6t/ -like /làˆk/ -li·ness /
lˆn6s/ -ling /lˆ©/ -lite /làˆt/ -lith /lì˙/
-lith·ic /lˆ´ ˙ˆk/ -ly /li, i/ -lyte /làˆt/

（詳しくは本文の各項を見よ）

M

N
O

P

R
S

T

W
Y
Z

-ma·nia /méˆni6, nja/ -ment /m6nt/ -mer
/m6R/ -mere /mì6R/ -m·er·ism /
m6rìz(6)m/ -met·ric /m3́trˆk/ -met·ri·cal
/m3́trˆk(6)l/ -m·e·try /Źm6tri/ -mo·bile /
moÜbÌ\l, m6-/ -morph /m4́\Rf/ -mor·phic
/m4́\Rfˆk/ -mor·phism /m4́\Rfìz(6)m/
-mor·pho·sis /m4́\Rf6s6s (PL -ses /-sì:z/)
-mor·phous /m4́\Rf6s/ -mor·phy /m4́\Rfi/
-most /mòÜst, ''m6st/ -my·cete /máˆsì\t,
CŹ / -my·cin /máˆs(6)n/
-ness /n6s/
-o·dont /6d1̀nt/ -oid /4̀ˆd/ -or /6R/
-os·to·sis /1stóÜs6s/ (PL -ses /sÍ\z/, ~·es)
-ous /6s/
-path /p™˙/ -path·ic /p2́˙ˆk/ -ped /p3̀d/
-pede /pì\d/ -phage /fèˆdΩ, f1́\Ω/ -pha·gia
/fèˆdΩi6/ -phane /fèˆn/ -phil /fìl/ -phile
/fàˆl/ -phil·ia /fˆ´ li6/ -phil·ic /fˆ´ˆ lˆk/
-phobe /fòÜb/ -pho·bia /fóÜbi6/ -pho·bic
/fóÜbˆk/ -phone /fòÜn/ -phore /f¢\R/
-pho·re·sis /f6rˆ´ \s6s/ (PL -ses /-sì\z/)
-phyll /fìl/ -phyl·lous /fˆ´ l6s/ -phyte /
fàˆt/ -phyt·ic /fˆ´ tˆk/ -pla·sia /pléˆΩ(i)6;
pl2́zi6/ -pla·sy /plèˆsi, pl2̀si/ -plasm /
pl2̀z(6)m/ -plast /pl2́st/ -plas·tic /
pl2́stˆk/ -plas·ty /pl2̀sti/ -ple·gia /
plˆ´ \dΩ(i)6/ -ple·gy /plˆ´ \dΩi/ -ploid /pl4̀ˆd/
-pod /p1̀d/ -poi·e·sis /p4ˆˆ´ \s6s/ (PL -ses /
-sì\z/) -poi·et·ic /p4ˆ3́tˆk/
-ress /r6s/ -ry /ri/
-s /s, z/ -saur /s4̀\R/ -sau·rus /s4́\r6s/
-scape /skèˆp/ -scope /skòÜp/ -sep·al·ous
/s3́p6l6s/ -ship /ƒÌp/ -some1, 2 /s6m/
-some3 /sòÜm/ -so·mic /sóÜmˆk/ -spore /
sp4̀\R/ -spor·ous /-sp4́\r6s, Źsp6r6s/ sta·sis /stéˆs6s, st2́s, Źst6s6s/ (PL -ses /sì\z/)
-stat /st2́t/ -stat·ic /st2́tˆk/ -ster /st6R/
-stome /stóÜm/ -style /stàˆl/
-tax·is /t2́ks6s/ (PL -tax·es /-sì\z/) -th /˙/
-the·ci·um /˙ˆ´\i6m, -si-/ -the·ism /
˙iìz(6)m/ -the·ist /ŹZ˙ì\ˆst, Ź˙iˆst/ -therm
/˙è\Rm/ -ther·my /˙6̀\Rmi/ -tome /tòÜm/
-to·nia /tóÜni6/ -tron /tr1̀n/ -trope /
tròÜp/ -troph·ic /tr1́fˆk, tróÜ-/ -tro·phy /
Źtr6fi/ -trop·ic /tr1́pˆk, tróÜ-/ -tro·pism /
Źtr6pìz(6)m, tróÜpìz(6)m/ -tro·pous /
Źtr6p6s/ -tro·py /Źtr6pi/ -ty /ti/ -type /
tàˆp/
-ward /w6Rd/ -wards /w6Rdz/
-y /i/
-zoa /zóÜ6/ -zo·ic /zóÜˆk/ -zoon /zóÜ1̀n,
*
-6n/ (PL -zoa /zóu6/) -zy·gous /záˆ¥6s,
zˆ´ ¥-/ -zyme /zàˆm/
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研究社 新和英中辞典について
ぼたん【牡丹】, ボタン
さる1 【申】, さる2【猿】, さる3 【去
る】, さる4 【然る】
その1 【園】, その2
いし1 【石】, いし2【医師】, いし3
【意志】, いし4 【意思】, いし5 【遺
志】

この辞書の使い方
Ⅰ

見出し語

1 総収録語数は日常語も積極的に収録し約
7 万語とした. 慣用語(句)と連語も収録語
に数えた.
2 かな見出しとし, 五十音順に配列した. 外
来語, 外国の地名・人名などはカタカナ
書きとした.
3 同じかなの場合は清音, 濁音, 半濁音の順
にした.
てんけん【点検】, でんげん【電源】
はんば【飯場】, はんぱ【半端】
4 つまる音, 拗音の表記に用いた小さい字
(っ, ゃ, ゅ, ょ）は, 大きい字のあとにし
た.
はつか【二十日】, はっか1【発火】,
2

はっか 【薄荷】
しや【視野】, しゃ1【社】, しゃ2
【紗】, しゃ3【斜】

5 長音を「ー」で表記した場合, 例えばイン
ターン, イースト, ウーマンリブ, ウエー
ブ, イコールは, インタアン, イイスト, ウ
ウマンリブ, ウエエブ, イコオルの位置に
配列した.

7 独立しては用いられない語(助詞・接頭
辞・接尾辞など)を見出しに立てる場合
は, ハイフンをつけて, 独立語の後に置
いた.
で1【出】, で2 〈それで〉…, -で〈場
所〉…
まい【舞】, まい-【毎…】, -まい1【…
枚】, -まい2
8 漢字の使用は常用漢字の範囲にとどめる
のを原則とするが, 意味の別を明らかに
するためにその範囲外のものを用いるこ
ともある.

9 連語は見出し語があとにつくものは句例
扱いとし , 前につくものは行を改めて
ボールド体活字で示し, 五十音順に配列
した.
10 慣用語 ( 句 ) は見出し語のあとの助詞に
「が」
「の」
「を」
「に」の順に
よって「は」
配列した.

6 同音語の順序は原則として次のようにし
た.
(1) カタカナ表記の見出し語はひらがな表
記のあとに配列した.
(2) 漢字表記を伴う見出し語を先にし, か
な表記だけのものをあとにした.
(3) 漢字表記を示したもので漢字の字数が
同じものについては, 1 字目の画数の
少ないものから多いものへと配列した.
また 1 字目の画数が同じときは 2 字目
の画数の順に配列した.
(4) 同音語については他の見出し語との相

11 侮蔑的または差別的であるととられるお

互参照のための検索の便を考えて右肩
に番号をつけた.

深めるために〈 〉を用いて適宜平易な日
本語を補充することにつとめた.
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それのある見出し語や表現に関してはそ
の右肩に × 印を添付して注意を促した.
また訳語の差別的な英語には ★ 印をつけ
て注記を入れた.

Ⅱ

訳語

1 日本語の語義を克明に分析し理解しやす
いように数字を用いて語義区分を施した.
2 英語で記述されている語義には理解度を

3 語義区分をする必要がない場合でもいく
つかの語義を与える場合には主要なもの,
普通のものを先にした. その場合〈 〉を
用いて意味の区別を示し, 必要に応じて
さらに ( ) 内に説明を加えた. また英
文を書くときの助けになるよう
を用
いてコロケーション (collocation) も示し
た.
ところ【所, 処】 1〈場所〉 a place; a
spot (狭い); a scene (現場); a seat
(所在地)¶行きたい[住みたい]所 the

place one wants to go (to) [live (in)]
★ このように, place に続く不定詞を含
む句では前置詞 to, in は省略できる
うけおう【請け負う】 1〈契約する〉

contract for the work, to do ; get
[ fml receive] a contract for sth from
sb ¶請け負わせる give sb a contract
for ; let a contract to sb ; farm the
work out to sb
彼はその家の建
築を5千万円で請け負った。

He has contracted to build the house for
50 million yen.

4 この辞書は全般的に現代英語で用いられ
る普通の表現を示すことを眼目としてい
るので, 例えば, depend on [upon] とい
う表記は採らず, depend on だけとして
ある. will [shall] となる可能性のある場
合も will だけにとどめてある. 文脈から
考えて, upon, shall でなければ適切を欠
くと思われる時に限って upon, shall を
用いた. He is older than I. の形を採ら
ずに, He is older than me. としたのも
参照).
同じ趣旨である(より3

5 訳語・訳文のうちで, 使用域の点で注意
を要するものについては,
fml ,
口語 , 俗 , 卑 , 戯言 , 小児語 な
どの表示をした.
(1) fml の表示は formal 「言葉が形式
ばった」の意 の省略形である. 日本語
でいう「文語」よりももっと意味を広
げて, 堅い感じをともなう英語にすべ
てつけてある. この表示は文脈によっ
てきまる相対的なものであって, ある
特定の語が常に fml であるとは限ら
ない. 例えば,「手を伸ばす」を extend

one's arm と表現するのは fml であ
るが, 一般的に物を「伸ばす」意味で用
いられる extend は fml ではない.
get [grow, fml become] rich の場合
は get, grow に対して become は相
対的に堅い感じになるので fml であ
るが, become clear, become extinct
などの句では get, grow などは用いら
れず, become に堅い感じはないので
fml ではない. fml confess (to)

one's crime [sin]; confess that one
has committed a crime; fml confess
oneself guilty のように, 使い方によっ
て fml となる例もある. また, かなり
くだけた話の中でも, 面白味をもたせ
るためにわざと fml の語を用いるこ
とも珍しくない. 要は, fml であるこ
とを承知の上で使うことである. なお,
準専門語と考えられる用語, 例えば
antibacterial (抗菌性の), (the art of)
mnemonics (記憶術) のような語につ
いては, 特に fml の表示はしない.

(2) 口語 の表示のある語句や文は日常
会話で一般に用いられているが, 言葉
使いに気をつけねばならないような場
面ではあまり用いられない, ややくだ
けた表現である.

(3) 俗 はだいたい英語の slang に当た
る. 学生・同僚など親しい者同士の間
だけで, その会話に生き生きとした感
じを与えるためによく用いられるが,
文章に書く際はもちろん, 一般の会話
でも避けられる言葉にこの表示をつけ
た. この中には, 性などに関するタブー
語なども含まれているし, はやりすた
りもあるのでその言葉のフィーリング
がよくわからないときは, 用いないほ
うが無難である. なおこれらの表示
( fml , 口語 , 俗 , 米 , 英 など)
は同一項目内の同じ事項については,
繰り返してつけないことを原則とした.

6 訳語の名詞に不定冠詞をつけてあるのは
可算名詞 (countable noun), 無冠詞のも
のは不可算名詞 (uncountable noun) で
あるが, 不定冠詞が ( ) に入れてある
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場合は, 可算・不可算の両様の用法があ
ることを示す. 用法上注意すべき点があ
るときは, 必要に応じて注を加えてある.
また, 可算名詞のうちで, 複数形で用いら
れることが特に多いものについては,
しげん2【資源】a (natural) resource;

(natural) resources
のような記載法を採った項目もある. 複
数で用いられるのが普通の場合には
そうるい2【藻類】 植 (the) algae ★
algae は alga の複数形であるが単数形
で用いられることはほとんどない ;

seaweeds; waterweeds.
のように記載した.

7 複数形が不規則変化をするものについて
を用いて以下のように表記した.
は
ちそう2【地層】a (geologic) stratum

-ta
規則変化・不規則変化の両様の変化のあ
るものについては,
だいち2【台地】…a plateau
〜s, -

teaux
のように表示した.
語尾が -o で終わる語についても, a
〜s / a potato
〜es
photo
〜(e) s という記載
/ a mosquito
をした. この最後の例は mosquitoes,
mosquitos の両様があることを示す.

8 動植物名には英名がないものや, たとえ

では,食前または食後に短い祈りを捧げ
るが, それを英語では say grace という

.
10 訳語のなかでイタリック体にしたものは,
外来語でまだ完全には英語化されていな
いものである.
【万年雪】 perpetual snow on the slopes

of Mt. Everest ; fml eternal
[perennial] alpine snows; 地質
イツ語 firn (snow); フランス語
névé.

ド

日本語から英語に入ったものについても
同じ扱いをしたものがあるが, その場合
は単複同形とみなして, 複数語尾の 〜s
を付した形はないものとした.
きもの【着物】
〈和服〉 a kimono
ぞうり【草履】…(a pair of) zori

11 one, one's, oneself, sb (＝somebody), sb's
(＝somebody's), sth (＝something) もイタ
リック体にしてあるが, これは, 文脈に
よって , I, we, my, our, myself,
ourselves, he, she, they, his, Mary's, a
dog, a pen, water, etc. のように自由に
変化することを示す. このうち, だいたい
において, one は動作主または自分, sb は
動作主とは別の人あるいは他人を表わす
と考えてよい. sb, sth を受ける代名詞は
he, it とした. また, すべての動詞を代表
する表記として do を用いた.

あっても専門的に過ぎて一般には通じな
いものもある. 例えば, 貝のあさりを a
Japanese little neck と訳しても実用性が
ないので, この辞書では an asari clam
とした. ひぐらしは a higurashi cicada;

a cleartoned cicada; an evening cicada
とした.

9 日本の事物で相当する英語がない場合は,
英米人にその事物を説明するのに役立つ
ような簡略な定義を示した.
いただく【頂く，戴く】…4〈飲食する〉
have; eat; drink; take.
もう結構で
す. 充分頂きました. No, thank you. I
have had enough. ★ 食事を始めると
きの「いただきます」は英語ではいわな
い. ただし, 敬虔なクリスチャンの家庭
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Ⅲ

句例・文例

1 句例・文例の総数は約 10 万である.
2 句例で記載事項の多い項目では, たとえ
ば まず動詞形の「…する」を最前部に記
載した. またそれ以後は検索の便を図っ
て見出し語のあとの助詞によって,「は」
「が」
「の」
「を」
「に」の順に配列した.

3 見出し語の語義のあとは¶を用いて句例
や連語を示した. そして, フルセンテンス
の用例は
として記載した.
4 文例は見逃しがちな日本語独特の表現を
掲載するようつとめた. 特に慣用語(句)の
比喩的な使い方を明示したつもりである.

5 日常会話で用いられている表現にも留意
した.
6 文例については, 煩を避けて, fml , 口
語 などの表示は特別に必要と思われる
もの以外は省いてある.

7 諺については, 日本語の諺に非常に近い
英語の諺がある場合はそれを載せて, そ
のあとに 諺 の表示をつけた. 日本語の
諺にぴったりする諺がない場合が多いが,
その場合には, 使われなくなったものや,
その趣旨にずれのあるものをあえて載せ
ることはせず, 日本語の諺の趣旨を伝え
る英語を載せた. その場合には 諺 の表
示はつけない.

Ⅳ

語法

訳語・訳文などだけでは充分に説明できな
や注解を
い事柄については, 随所に
加えて語の使われ方の記述を説明した. やや
長い解説は項目の末尾に
で示し, 短
いものは関係箇所に ★ のマークをつけて入
れた.
よろしく【宜しく】… 2〈あいさつ〉¶…へ
どうぞよろしく please remember me to sb;
give my (best [kind]) regards to sb;〈肉親・
親しい友人へ〉 give my love to sb…
「本年もどうぞよろしくお願いいたします」,
「(これは私の息子です.)どうぞよろしく」と
いう表現は日本独特のあいさつで英語にはな
い.
★は英語の語法などを簡単に説明する際に
用いられている.
でいり【出入り】1〈人の〉….2〈収支〉

income and expenditure; receipts and
expenditures ★ 日・英順序が逆になる点
に注意

Ⅴ

スペリング

Ⅵ

記号の用法

1
(1) 英米語の区別や他の外国語, 使用域の
表示(Ⅱ 5 参照), コロケーションの明
示(Ⅱ 3 参照):
米 , 英 , 米口語 , 英俗
ゲバ(ルト)【＜ ドイツ語 Gewalt】
violence; force ぼうりょく ¶内ゲ
バ violence within a (student) sect;
internal strife.

(2) 訳語の補足, 前置詞・複数形の表示:
せんし1【先史】prehistory.
【先史時代】the prehistoric age;

study the prehistory of Japan ¶
先史時代の日本 prehistoric Japan.
この
内に示したのは用例であっ
て, 必ずしも, それが絶対に必要である
ことを意味するものではない. 例えば,
wait for は He waited for her
arrival. のような用法を示すが, 単に
He waited. という文も, もちろんある
し, be incompatible with は That is
incompatible with this. という構造を
示したものであるが, They are
incompatible. という文を排除するもの
ではない.

2〈 〉
語義の区別を示す(Ⅱ3 参照).

3 ( )
(1) 省略できる語・句・綴りを示す:
【型紙】 a (paper) pattern / 見掛けによ
らず despite appearances (to the
contrary) / クラスの首席を占めている
be (at the) top of the class /〈つげ材〉
box (wood) / あみだ(くじ)をやる /【農
具】a farm (ing) tool.

(2) 簡単な追加説明:
(選手が)調子を崩さないようにする

スペリングはアメリカ式綴りを優先させた:

keep in training /【停学】… 英

honor; judgment; meter; offense; skillful;
traveler.

rustication (大学の).

ただし, 英 のスペリングが 米 と著し
く異なる場合は 英 a gaol のように示し
た. また 英 独特の表現を示す場合のスペ
リングは英国式とした.
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4［ ］
(1) その前の語句の言いかえ:
【定額】 a fixed amount [sum] /【入
る】come [go, get, step] in [into] /
【仲裁人［者］】 an arbitrator.
なお, 言いかえ部分の範囲がまぎらわ
しいときは,［ ］内の初めの部分を一
部重複させてある:

I hadn't thought that he was as
foolish as that [ 口語 he was that
foolish].

(2) 2 種または数種の語句を一括する:
学者［芸術家］かたぎの人 a man of

scholarly type [an artistic
temperament] / 一般に使用されている
［されるようになる］be in [come into]
general use.

5

(2) 主記述が表記されている見出し項目の
指示.
さげすむ【蔑む】 けいべつ(軽蔑する
).
上記は さげすむ は けいべつ の句例
「軽蔑する」と同意語であることを示す.
じざい【自在】 じゆう１¶変幻自在
へんげん２ (変幻自在).
上記は「変幻自在」が へんげん２ の項
目で連語として 変幻自在 と記述され
ていることを示す.

11 ★
(1) 用法・注解を示す (Ⅳ 参照).
(2) 和製英語を明示するときに用いた.
【スキンシップ】 constant

physical
[personal] contact between mother
and infant ; togetherness ★「スキン

シップ」は和製英語
専門語などの表示:
動

植

気象

音楽

諺

掲示

6＜
語源を示す:
ゼッケン【＜ ドイツ語 Decken ★
Decke の複数形》】¶ゼッケン番号 a

number on an athlete's singlet .

7¶
句例・連語の初めを示す.

8 /
句例・文例の境界を示す.

9｜
同一の日本文に対して英語の文例を 2 つ
以上列記した場合の境界を示す.

10
参照項目の指示.
関連事項が他項目にある場合,
によっ
てその事を示し, この辞書を有機的・総
合的に利用できるように配慮してある.
(1) 同意語の参照項目の指示.
あさぶろ【朝風呂】 あさゆ.
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12 (1) 複数形を表示する際に省略される共通
音節を示す.
さいきん1【細菌】a bacillus
-cilli ;
(2) 合成語に用いた.
やがい【野外】¶野外の out door; outof-door; open-air; field /

13 〜
スワングダッシュ (swung dash) は
複数形を表示する際直前に記述されて
いる単数型を代用する意に用いた.
だいたい3【大腿】 解 a thigh
【大腿骨】a thighbone
【大腿部】the femur

〜s, femora .

14 《 》
句例の主語に人がくるか, 事物がくる
かを示す.
【気が重い】
《事が主語》lie heavy on
one’s mind; 口語 have got one down;
《人が主語》be [feel] depressed [down].

Ⅶ

略語表

fml

formal

俗
卑
医
化
貝
海
解
機
魚
劇
建
工
光
鉱
昆
史

俗語
卑語
医学
化学
貝類
海事
解剖学
機械
魚類
演劇
建築
工学
光学
鉱物
昆虫
歴史

商 商業
植 植物
数 数学
生化 生化学
鳥 鳥類
哲 哲学
天 天文学
電 電気
動 動物
物 物理学
法 法律
紋 紋章学
薬 薬学
論 論理学
複数
sb ＝somebody
sth ＝something

上記以外のものについては 映画 航
空 測量 体操 などのように略記し
ないでフルに表記した.
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岩波国語辞典について
1 この辞典の使いかた

2 歴史的仮名遣い
ア

収録した語
1 現代語を中心とし、約63000 語を収録し
た。日常生活の上で必要な外来語・文語・
雅語・成句なども多く取り入れた。
2 動詞の連用形から派生した名詞は、場合に
よって省いた。また、形容詞などに「さ」
「げ」
「み」
「がる」が付いて出来た語も特別
のもののほかは見出しに立てなかったが、
よく使われるものについては、 派生 欄を設
けてそれらの派生語を列挙した。
3 単語を構成する単位としての、接頭語・接
尾語などの造語成分も、出来るだけ取り上
げた。漢字母を入れたのも、一つ一つの漢
字を造語成分と見たからである。
4 単語と単語とが結合して出来た複合語のほ
かに、単語と単語とが慣用的に結びついて
いるものも「連語」と呼んで取り上げた。

見出し
1 見出し
ア
イ

見出しには原則として平仮名を用い、
現代仮名遣いで示した。
外来語は片仮名で示し、長音にはーを
用いた。

和語においては、見出しの次に歴史的
仮名遣いを示した。ただし、複合語で
一部分が見出しの現代仮名遣いと同じ
である場合は、その部分を・・で示し
た。
あいだ（あひだ）
【間】
【相手】
あいて（あひ・・）
あおがえる（あをがえる）
【青×蛙】

イ

漢語においては、原則として字音仮名
遣いを示さなかった。ただし、「様」
「相」のように、古くから仮名書きに
することの多かった語は、特に「や
う」
「さう」とその字音仮名遣いを示し
た。

3 表記形
ア 【 】の中に、その語の書き表し方を
示した。ただし、見出しの仮名と全く
同じ場合は省略した。なお、表記形が
いくつかある場合は並べてあげた
イ 漢字で書く語については、常用漢字表
に取り上げられているものと、それ以
外のものとを、次の記号を用いて示し
た。
印なし 常用漢字表にある字

アーチ

あいどく【愛読】

なお、1語1語の表記は、内閣告示
「外

常用漢字表にある字である
が、音訓欄にその音訓が取り

f

来語の表記」を参考にした。
バレエ

ウ

上げられていない場合

ジェントルマン

活用語は原則として終止形で掲げた。
語幹と語尾との区別が立つものは、そ

ちひろ【千f尋】

×

常用漢字表外の字。人名用漢

の間に - を入れて仕切った。

字を含む。

き-る【切る】
（
（五他）
）

いちのとり【一の×酉】

き-れる【切れる】
（
（下一自）
）

｛ ｝ 常用漢字表付表にある、一続

あかる-い【明るい】
（
（形）
）

エ

きの漢字で特定の読みを表
す、いわゆる熟字訓を示す場

接頭語・接尾語を一つの独立項目とし
て立てた場合には、次のように示し

合

た。
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いなか （ゐなか）
【
｛田舎｝】

こ＝

接頭語

＝さ

接尾語

〈

〉

前項以外の熟字訓を示す場合
のり【
〈海苔〉】

ウ

送り仮名は内閣告示「送り仮名の付け
方」を参考としたが、送り仮名法は時
代によっても異なるので、送らないこ
とが古い習慣である場合、または送っ
ても送らなくてもよい場合には、その
部分を（

カ

いかが【
〈如何〉
（
】
（副・ダナ）
）
）
とくべつ【特別】
（
（副・ダナノ）
）
たいてい【大抵】
（
（副ノナ）

）でくくった。

あみもの【編（み）物】
うまれかわ-る（・・かはる）
【生（ま）れ変

きんぜん【×欣然】
（
（副・ト タル）
）

キ 「と」を伴って副詞として用い、また
「する」を付けて動詞としても用いる

（わ）る】

エ

ピーティーエー【ＰＴＡ】

４ 品詞などの略語は「略語表」参照
ア （
（ ）
）の中にその語の品詞その他の文
法上の性質を示した。
イ 次の場合には、多くその注記を省略し
た。
ａ 名詞。ただし、特に必要がある時
は明記した。
ｂ 単独項目として出した接頭語・接
尾語
ウ

ｃ 漢字母
動詞はいちいち動詞であることを断っ
てないが、活用の種類と自動詞・他動
詞の区別とを示した。
ゆ-く【行く】
（
（五自）
）
（
（五他）
）
よ-む【読む】
い-きる【生きる】
（
（上一自）
）

エ

いきいき【生き生き】
（
（ト ス自）
）
こせこせ
（
（ト ス自）
）

ク 「に」を伴って副詞として用い、また
「なる」を伴って連体詞としても用い
るものは、次のような形で示した。
いか【
〈如何〉】
（
（ニ ナル）
）
さら【更】
（
（ニ ナル）
）

ケ

単語と単語とが結びついた形が慣用的
に用いられるものは、この欄に「連
語」と記した。
いわずかたらず（いはず・・）
【言わず語ら
ず】
（
（連語）
）
【浮かぬ顔】
（
（連語）
）
うかぬかお（・・かほ）

見出しの並べ方
１ 見出しの排列は上から１字ずつ読んだ五十
音順に従った。
２ 五十音順で順序のきまらないものは、次の
ように定めた。
ア 「ん」は「を」のあとに置く。
イ

清音・濁音・半濁音の順にする。

（
（下一他）
）
かか-げる【掲げる】

こうとう【荒唐】

ほんぶ【本部】

けっする【決する】
（
（サ変自他）
）

こうどう【行動】

ほんぷ【本譜】

形容動詞的に用いられるものは、次の

ごうとう【強盗】

ぼんぷ【凡夫】

ような形で示した。

ごうどう【合同】

ポンプ

）
せいしん【清新・生新】
（
（ダナノ）

促音の「っ」
、拗音（ようおん）の「ゃ」
「ゅ」
「ょ」はそれぞれ、
「つ」
「や」
「ゆ」

ようよう【洋洋】
（
（ト タル）
）

「よ」のあとに置く。

しずか（しづか）
【静か】
（
（ダナ）
）

オ

ものは、次のような形で示した。

西洋系の外来語で、ローマ字で書く形
が普通である場合には、この欄にその
形を示した。

副詞で、形容動詞的にも用いるもの
は、次のような形で示した。

ウ

漢語・外来語名詞で、「する」を付け
て動詞としても用いるもの、あるい
は、形容動詞的にも用いるものは、次

ねつき【寝付き】

のような形で示した。
うんどう【運動】
（
（名・ス自）
）
アタック
（
（名・ス他）
）

エ

しつじ【執事】

ねっき【熱気】

しっし【×嫉視】

きゆう【×杞憂】

じつじ【実字】

きゅう【×灸】

じっし【十指】

外来語を表す時の小字の「ァ」
「ィ」
「ゥ」
「ェ」
「ォ」は、普通の仮名のあと

けんこう【健康】
（
（名・ダナ）
）

に置く。

）
いってつ【一徹】
（
（名ノナ）

ふあん【不安】

せんかん【×潺×湲】1（
（名・ト タル）
）

ファン
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オ

長音符号ーは、その場合の発音が、
ア・イ・ウ・エ・オのいずれかである
ことによって、それぞれの音を表す仮

漢語では、漢字2字以上で出来ている
熟語が、さらに他の語と合して複合語

イ

を作った場合。

名と同じものと認める。

「安全」に対して「安全剃刀」
「安全器」
「安

ガーター は ガアタア の位置に置く

全装置」
「安全地帯」
「安全灯」
「安全ピン」

コーヒー は コオヒイ の位置に置く

そして、普通の仮名のあとに置く。

「安全弁」
「安全マッチ」

ウ

外来語では、その語と他の語と合して
複合語を作った場合。

きい【奇異】
キー

「ガス」に対して「ガス糸」
「ガスタンク」

3 見出しの、仮名で書いた形が全く同じであ
る場合には、原則として次のように排列し
た。
ア

文法的性質上、次のような順序。
活用語

動詞（五段・上一・下一・変格
の順）動詞型接尾語
形容詞

形容詞型接尾語

助動詞
無活用語

名詞

代名詞

形容動詞語幹

副詞

接頭語

無活用接尾語

連体詞

接続詞

感動詞

助詞

イ

和語
序。

漢語

外来語

漢字母

の順

4 同音語で意味の似たものは、場合によって
同一見出しのもとに収めた。
かしょう 1【過小】…………。 2【過少】
…………。

5 外来語の場合は、別語であっても、仮名で
書いた形が同一であるときは、一つの見出
しのもとに収めた。
ライト 1 光。光線。……。…… 4

△

…………。 （1）〜（4）はlight

△

5

右。 6 …………。 （5）
（6）はright

6 次のような場合には、見出しの語を解説し
た次に、その語を含む複合語を、見出し語
に追い込んで掲げ、説明した。見出し語と
重複する仮名の部分はーで省略した。
ア 和語では、2つ以上の単語で出来てい
る複合語が、さらに他の語と合して複
合語を作った場合。
「ちどり（千鳥）
」に対して 「ちどりあし
（千鳥足）
」
「ちどりがけ（千鳥掛）
」
「ちどり
ごうし（千鳥格子）」
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「ガス灯」
「ガスマスク」
「ガスレンジ」

説明
1 基礎的な語と考えられるものには、特にく
わしい説明を加えた。

2 その語の現象的な意味をいちいち細かく分
けて説明するよりも、基本的な意味を明ら
かにするようにした。
3 一語にいくつかの意味を立てた場合には、
時代的に古い意味から始めることなく、出
来るだけ現代語として最も普通に行われて
いる意味から始める方針をとった。
4 意味を分類して記述する場合には、次のよ
うな語義区分を立てた。
1 2 3 ……
ア
最も普通の分類。
上記の内部をさらに
イ ア イ ウ ……
細分するとき。
1 2 3 ……よりも
ウ 一 ニ 三 ……
大きな分類が必要なとき。
これらの語義番号を説明文中もしくは
他の項目から参照のために使う場合に
は、それぞれ（1）・（ア）・（一）のよう
に括弧付きの形とした。
5 その見出しの語が、常に一定の成句の中に
現れるようなものは、その成句の形を、説
明の初めに『 』に包んで掲げ、その成句
全体についての意味を説明した。
あげあし【揚（げ）足】
『ーを取る』人の言
葉じりや言い誤りをとらえて、なじったり
皮肉を言ったりする。

6 語の接続の仕方などの文法的な説明は、
《 》
に包んで、その項の説明の最初に置い
た。
いっさい【一切】1 ……。……

2《下に

打消しを伴って、副詞的に》全く。全然。

７ その意味が特殊の範囲で使われるもので
あって、理解のために必要と認められるも
のは、
〔 〕
に包んで、その語の分類を示し

（
（五他）
）1 ……。「先人にー」
まな-ぶ【学ぶ】
2 ……。
「よくー・びよく遊べ」
た（
（助動）
）……。 1 ……。 ア ……。「勝負

あっー」……「雨が降ったら延期する」

た。たとえば、
〔仏〕
（＝仏教用語）〔俗〕
（＝俗語）
〔宗教〕〔哲学〕〔法律〕〔経済〕

１３ 意味によって複数の漢字表記を使い分け
る場合は、その意味説明のあとに最も普

〔取引〕〔言語〕〔数学〕〔物理〕

通の漢字を［

〔化学〕〔天文〕〔音楽〕〔美術〕

つと-める【努める・務める・勤める】
（
（下一

８ 意味の理解を助けるため必要な場合、 対 を
付けて対義語を示した。
げんいん【原因】
（
（名・ス自）
）……。
対 結果
９ 他の項目を参照すべきものは、 を付け
て、その項目を示した。
すいどう【×隧道】 トンネル
『ーの履（くつ）
』嫌疑を受
かでん【×瓜田】
ける行為は避けた方がよいというたとえ。
…… りか（李下）

１０ 意味の理解を助け、また実際の使い方が
わかるように、つとめて用例を「 」に
包んで掲げた。また、用例のうち、意味
のわかりにくいものや、ことわざ・成句
などについては、その解釈を（ ）に包

］に包んで示した。

「完成にー」
他）
）1 力を尽くす。……。［努］
2 役目を受け持つ。……。
［務］
「案内役

をー」3（役所・会社などに通って）仕事につ
く。……。
［勤］
「会社にー」4 仏道修行をす
る。
［勤］

１４ Gを付けて、語源・原義、故事、類義語
との区別、用法上の注意、語形のゆれ、
外来語の原つづりなど、多角的な補足説
明を加えた。Gによる注記は、特定の語
義区分に関するものはその直後に、見出
し語全体にかかわるものは原則として項
目の末尾に置いた。
１５ 外来語の原つづりは、日本語に直接は
いったと思われる言語をあげた。また、
同時にその言語名を記した。ただし、英
語の場合は原則として省略した。

んで掲げた。
きょくじつ【 旭日】朝日。「ー昇天の勢い」

アーチ 1 ……。…… 3 ……。Gａｒｃｈ

あら＝【新】……。「年寄りにー湯（＝まだだ

トルソー……。G（イタリア）ｔｏｒｓｏ

れもはいっていない湯）は毒」

ハンカチ……。Gｈａｎｄｋｅｒｃｈｉｅｆか

×

あく【
〈灰汁〉】1 ……。……

ら。

3 ……。
「ー

の抜けた人」
（俗気がない、または粋（いき）

和製語についても、想定される原つづり

な人）

を示した。

１１ 文学作品から用例を引いた場合は、その
書名（略称）または作者名を用例のあと
に（ ）に包んで小さく示した。たとえ
ば、
（記）古事記 （万）万葉集
（古今）古今和歌集 （芭蕉）松尾芭蕉の
句
（漱石）夏目漱石の作品
１２ 用例中の、見出し語に当たる部分はーで
略した。ただし、活用語で見出しの形と
ちがう活用形が使われている場合は、語
幹をーで表し、 ● を付けて語尾を添え
た。また、語形全体がちがう形の場合
は、略さないでこれを太字で示した。
あいかん【哀歓】……。「ーを共にする」

サラリー……。ーマン……。G日本で
ｓａｌａｒｙとｍａｎとを合わせて作った
語。

１６

派生 欄を設け、形容詞・形容動詞の語幹
に接尾語「さ」
「げ」
「み」
「がる」が付いて
出来た派生語を掲げた。その派生語が見

出しとして立っている場合は ＊を付け
た。
おも-い【重い】
（
（形）
）……。 派生
ーさ＊・ーげ＊・ーみ・ーがる

１７

関連

欄を設け、多様な表現に役立つ類義

語・関連語を一括して掲げた。
あさ【朝】……。 関連 暁・曙（あけぼの）
・
早朝・未明・黎明（れいめい）・薄明・払暁
（ふつぎよう）
・早暁・明け方・有明・夜明
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け・東雲（しののめ）・朝まだき・朝ぼらけ・

イ

朝っぱら・今朝・毎朝

意味説明のあとに、その用例を「
に包んで掲げた。

」

さ【 ＊差】
｛サ・シ・シャ・さす｝
】

漢字母項目

1（
（造・名）
）……。「差がある」
「差異・差

漢語の造語成分という観点を中心にしてえら
んだ漢字を、その字の代表音に従って、本文
中に排列した。
１ 表記形
ア 漢字には、次のような記号を左肩に付
けた。
印なし 次項＊以外の常用漢字
＊
常用漢字のうち、義務教育で
読み書きを教える字、いわゆ

ウ

その字の比較的よく使用される古字・
正字・同字などを、意味説明のあとに
Gを付けて注したものもある。
か【 ＊歌】
｛カ・うた・うたう｝
】
1 ……。 2 ……。G「哥」は古字、
「謌」

は同字。
ご注意

る教育漢字

画面上で漢字の読みを（ ）で示していますが、一

人

人名用漢字

部の拗音・促音が小文字で表示されません。これは

×

常用漢字・人名用漢字以外の

故障ではありません。

漢字
ちょう【 超】
】
ちょう【 ＊長】
】
ちょう【 人暢】
】
イ 【

ちょう【 ×諜】
】
】の次に〔 〕に包んで旧字体を示

した。
えん【 ＊円】
】
〔圓〕
み【 人弥】
】
〔彌〕

２ 音訓
ア 一般に使われる音を片仮名で、訓を平
仮名で示した。
イ 音は現代仮名遣いで示し、字音仮名遣
いが現代仮名遣いとちがう場合は、そ
のあとに（ ）に包んで示した。
ウ 音・訓のうち、常用漢字表に取り上げ
られているものは太字で示した。
かい【 ＊回】
｛カイ（クワイ）
・エ（ヱ）
・ま
】
わる・まわす・めぐる・かえる｝

３ その他
ア 単独で語としての用法がある場合に
は、品詞その他の文法上の性質を
（
（ ）
）
に包んで示した。ただし、
（
（ ）
）
の表示がないときは造語成分としての
意味を表す。
みょう【 妙】
｛ミョウ（メウ）
・たえ｝1
】
（
（造・名）
）……。…… 3（
（造・ダナ）
）……
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違・差等……千差万別」

2 略 語 表
感
形
助
係助
格助
間助
終助
接助
副助
助動
接
代
副
名
連体
自
他
接頭
接尾
造

感動詞
形容詞
助詞
係助詞
格助詞
間投助詞
終助詞
接続助詞
副助詞
助動詞
接続詞
代名詞
副詞
名詞
連体詞
自動詞
他動詞
接頭語
接尾語
造語成分

派生

派生語

関連

関連語

五
四
上一
下一
カ変
サ変
ラ変
ス
ダナ
ダナノ
ト タル
ニ ナル
名ノナ
副ノナ
ト ス自
〔仏〕
〔俗〕

五段活用
文語四段活用
上一段活用
下一段活用
カ行変格活用
サ行変格活用
文語ラ行変格活用
「する」と結合してサ変動詞として用いる
もの
形容動詞活用
形容動詞のうち、連体形に「―の」の形の
あるもの
「洋洋」の類
「更（さら）」
「如何（いか）」の類
「高貴」の類
「大抵」
「当然」の類
「生き生き」の類
仏教用語
俗語

3 記 号 表
＝（下） 接頭語
＝（上） 接尾語
活用語の語幹と語尾の区切り
【 】
表記形
【 】
漢字母の表記形
〔 〕
漢字母の旧字体
×
常用漢字以外の漢字
＊
教育漢字
人
人名用漢字
f
常用漢字表以外の音訓
｛ ｝
常用漢字表付表の熟字訓

〈
（
（
《
「
〔
［

〉
）
）
》
」
〕
］
対

ー
ー・
G

常用漢字表付表以外の熟字訓
品詞および活用の種類など
文法的注記
成句
専門用語の分野
漢字の使い分け
……を見よ
対義語
見出しに当る部分
活用語の語幹部分
補足的説明
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オックスフォード現代英英辞典について
.........................................................................................................................................

Abbreviations and grammar labels
used in the dictionary

.........................................................................................................................................
abbr.
adj.
adv.
AmE
AustralE
BrE
C
conj.
det.
etc.
IrishE
n.
NorthE

abbreviation
adjective
adverb
American English
Australian English
British English
countable noun
conjunction
determiner
et cetera (= and so on)
Irish English
noun
Northern English

NZE
pl.
pp
prep.
pron.
pt
sb
ScotE
sing.
sth
symb
U
v.

New Zealand English
plural
past participle
preposition
pronoun
past tense
somebody
Scottish English
singular
something
symbol
uncountable noun
verb

.........................................................................................................................................

Symbols
used in the dictionary

.........................................................................................................................................
~
x
B

replaces the headword of an entry
shows new part of speech in an entry
derivative(s) section of an entry

!

taboo (see Labels below)
idiom(s) section of an entry
phrasal verb(s) section of an entry

.........................................................................................................................................

Labels
used in the dictionary

.........................................................................................................................................
The following labels are used with words that express a particular attitude or are appropriate in a particular
situation.
approving expressions show that you feel
approval or admiration, for example dispassionate, feisty, petite.
disapproving expressions show that you feel
disapproval or contempt, for example blinkered,
faceless, jumped-up.
figurative language is language that is used in a
non-literal or metaphorical way, as in He didn’t
want to cast a shadow on (= spoil) their
happiness.
formal expressions are usually only used in
serious or official language and would not be
appropriate in normal everyday conversation.
Examples are admonish, juncture, withhold.
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humorous expressions are intended to be funny,
for example impecunious, warpaint and not a
dry eye in the house.
informal expressions are used between friends or
in a relaxed or unofficial situation. They are not
appropriate for formal situations. Examples are
dodgy, party-pooper, zap.
ironic language uses words to mean the opposite
or something very different from the meaning
they seem to have, as in You’re a great help, I
must say! (= no help at all)
literary language is used mainly in literature and
imaginative writing, for example aflame,
halcyon, serpentine.

offensive expressions are used by some people
to address or refer to people in a way that is very
insulting, especially in connection with their
race, religion, sex or disabilities, for example
mulatto, slut, cretin. They should be avoided.
rare words exist in English but are not commonly
used. Sometimes there is a more frequent form
of the word that is usually used instead. For
example illumine means the same as illuminate,
but is much less frequent.
slang is very informal language, mainly used in
speaking and sometimes restricted to a
particular group of people, for example people
of the same age or those who have similar

interests or do the same job. Examples are dosh
and dweeb.
spoken expressions are used mainly in informal
conversations, for example Give me a break! or
Don’t ask!
technical language is used by people who
specialize in a particular subject area.
written expressions are used mainly in written
language, for example groundswell, hotfoot, visà-vis.
! Taboo words are likely to be thought by many
people to be obscene or shocking and you
should avoid using them. Examples are bloody
and shit.

.........................................................................................................................................
The following labels show other restrictions on the use of words.
AmE describes expressions, spellings and
pronunciations used in American English and
not in British English, for example bleachers,
blindside, blooper.
BrE describes expressions used in British English
and not in American English, for example
jumble sale, agony aunt, chinwag.
dialect describes expressions that are mainly
used in particular regions of the British Isles,
not including Scotland or Ireland, for example
beck, nowt.
old-fashioned expressions are passing out of
current use, for example balderdash, beanfeast,
blithering.

old use describes expressions that are no longer
in current use, for example ere, hearken,
perchance.
saying describes a well-known fixed or
traditional phrase, such as a proverb, that is used
to make a comment, give advice, etc., for
example actions speak louder than words and
it’s all Greek to me.
™ shows registered trademarks that belong to
manufacturing companies, even though the
expressions may be commonly used in speech
and writing, for example Band-Aid, Frisbee,
Vegeburger.

.........................................................................................................................................

Key to verb patterns

.........................................................................................................................................
Intransitive verbs
[V]
verb used alone
A large dog appeared.
[V+adv./prep.]
verb + adverb or prepositional phrase
A group of swans floated by.
Transitive verbs
[VN]
verb + noun phrase
Jill’s behaviour annoyed me.
[VN+adv./prep.]
verb + noun phrase + adverb or
prepositional phrase
He kicked the ball into the net.
Transitive verbs + two objects
[VNN]
verb + noun phrase + noun phrase
I gave Sue a book for Christmas.

Linking verbs
[V-ADJ] verb + adjective
His voice sounds hoarse.
[V-N]
verb + noun phrase
Elena became a doctor.
[VN-ADJ] verb + noun phrase + adjective
She considered herself lucky.
[VN-N]
verb + noun phrase + noun phrase
They elected him president.
Verbs used with clauses or phrases
[V that] verb + that clause
[V (that)] He said that he would prefer to walk.
[VN that] verb + noun phrase + that clause
[VN (that)]Can you remind me that I need to buy
some milk?
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[V wh-]

verb + wh- clause
I wonder what the job will be like.
[VN wh-] verb + noun phrase + wh- clause
I asked him where the hall was.
[V to inf] verb + to infinitive
The goldfish need to be fed.
[VN to inf] verb + noun phrase to infinitive
He was forced to leave the keys.
[VN inf] verb + noun phrase + infinitive
without ‘to’
Did you hear the phone ring?

[V -ing]

verb + -ing phrase
She never stops talking!
[VN -ing] verb + noun phrase + -ing phrase
His comments set me thinking.

Verbs + direct speech
[V speech] verb + direct speech
‘It’s snowing,’ she said.
[VN speech] verb + noun phrase + direct speech
‘Tom’s coming to lunch,’ she told
him.

.........................................................................................................................................
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Key to dictionary entries

.........................................................................................................................................

Finding the word
Information in the dictionary is given in entries, arranged in alphabetical order of
headwords.

Some headwords can have more than one part of speech:

There are some words in English that have the same spelling as each other but different
pronunciations and completely different meanings:

そ
の
他
There are also some words in English that have more than one possible spelling or form,
when both spellings or forms are acceptable. Information about these words is given at the
most frequent spelling or form:
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At the entry for the less frequent spelling a cross-reference directs you to the main entry:

American English variants and irregular forms of verbs are treated in the same way.

Some words that are derivatives of other, more frequent words, do not have their own
entry in the dictionary, because they can be easily understood from the meaning of the
word from which they are derived (the root word). They are given in the same entry as the
root word, in a specially marked section:

Finding the meaning
Some words have a lot of possible meanings and the entries for them can be very long. It
is not usually necessary to read the whole entry from the beginning, if you already know
something about the context or general meaning you are looking for:

By looking down the left-hand side of the entry and just reading the short cuts, you can
quickly find the meaning you want.
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Using the word
The entries in this dictionary contain a lot more than just the meanings of words. They
show you how to use the word in your own speaking and writing.
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Build your vocabulary
The dictionary also contains a lot of information that will help you increase your
vocabulary and use the language productively:

Cross-references refer you to information in other parts of the dictionary:
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............................................................................................................................

Understanding definitions

............................................................................................................................
All the definitions in the dictionary are written using a vocabulary of 3000 common words. This makes
them clear and easy to understand.
Reading through the following points before you start to use the dictionary will make understanding the
definitions even simpler.

Important
The following are used a very large number of
times:
sb = somebody/someone
sth = something
etc. = ‘and other things of the same sort’
For example, if you say that something is ‘used in
books, newspapers, etc.’, you mean that you are
also including magazines and journals.
particular is used to emphasize that you are
referring to one individual person, thing or type of
thing and not others.
especially is used to give the most common
or typical example of something. For example, the
meaning of the verb to train is shown as ‘to
prepare yourself for a particular activity,
especially a sport’

Describing objects and substances
The definition might refer to the shape and or
size of an object. Make sure that you know what
the following words mean: round, square,
circular, hollow, solid, broad, narrow.
Other features of the object might be
mentioned:
appearance: simple, plain, complicated,
decorative, rough, smooth, pointed
colour: dark, light, pale, bright, coloured,
colourless
According to its function, the object might be
a container, device, instrument, machine,
mechanism or tool.
It might be made of fabric or cloth (including
cotton, wool, fur, silk), metal (including iron,
steel, gold, silver) or glass.
Material is a general word that means
anything that something is made of. For example
a cushion is ‘a fabric bag filled with soft
material’, and adobe is ‘mud that is… used as a
building material’.

Matter [U] is any substance that physically
exists, used especially when defining more
technical words. For example, a technical
meaning of suspension is ‘a liquid with very
small pieces of solid matter floating in it’.
A substance may be liquid or solid or it may
be a gas.
REMEMBER a vehicle could be a car, lorry/
truck/van or train. An aircraft could be a plane
or a helicopter.

Describing food
Food and drink are described as bitter, sweet,
salty, sour, or spicy. An amount of a food prepared
in a particular way and served at a meal is called a
dish.

Describing people
People (or human beings) are male or female,
adults or children. They, their behaviour or their
attitude could be friendly, bad-tempered,
aggressive, honest, dishonest, sincere, calm,
anxious, nervous, pleasant, unpleasant, intelligent, stupid, polite or rude.
The way or manner in which somebody does
something may be important.
People do things deliberately or on purpose (=
they mean to do it) or accidentally or by mistake
(= they do not mean to do it).
Somebody may have or show a quality or
feeling such as respect, interest, pleasure, skill,
emotion, excitement, enthusiasm, sympathy,
courage or determination. Or they may show a
lack of one of these qualities or a desire to do
something.
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Describing organizations

Describing situations

An organization may be a business, a company,
an institution, a club or a group of people who
work together for a particular aim. The people
who lead an organization, a government or society
can be called people in authority.

A matter [C] is a subject or situation that you
must consider or deal with. For example, a case
is ‘a matter that is being officially investigated…’
State and condition are both used to describe
how something or somebody looks or is
physically or mentally. A medical condition is a
particular health problem that somebody has.
A situation that exists or a habit or practice that
somebody has can be described as the fact of… or
the practice of…For example, gender is ‘the fact
of being male or female’.

Describing actions
An event may be a ceremony, a festival or a
celebration. It could be public, private, official or
social.
An occasion is a time when something
happens. For example, a referendum is ‘an
occasion when all the people of a country can
vote on an important issue’.
Something that somebody does, or something
that happens may be described as an act, an
action, an activity or a process (= a series of
connected actions). When a noun is very closely
linked to a verb, it may be defined in terms of the
verb as the act/action/activity/process of… For
example, one of the meanings of achievement
is ‘the act or process of achieving sth’.
Your experience [U] is the things you have
done and the knowledge you have gained; an
experience [C] is something that has happened
to you. For example, cosmopolitan means
‘having or showing wide experience of people and
things’. Conversion is ‘the process or experience of changing your religion’.
Things happen repeatedly (= several times, one
after the other), continuously (= without stopping),
occasionally or rarely (= not very often).
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Describing ideas
A strong opinion can be called a belief. A set of
beliefs can be a theory about a particular subject.
Some actions are the expression of particular
ideas. A set of beliefs and practices can make a
whole system, especially a political or economic
system such as capitalism.

.........................................................................................................................................

Numbers

.........................................................................................................................................
1040 form /| ten | f4\ti f4\m; AmE | f4\rti f4\rm/
noun (in the US) an official document in which
you give details of the amount of money that
you have earned so that the government can
calculate how much tax you have to pay
12 /twelv/ noun (in Britain) a label that is given
to a film/movie to show that it can be watched
legally only by people who are at least twelve
years old; a film/movie that has this label: I can
take the kids too – it's a 12.
15 /| fˆf | ti\n/ noun (in Britain) a label that is
given to a film/movie to show that it can be
watched legally only by people who are at least
fifteen years old; a film/movie that has this label
18 /| eˆ | ti\n/ noun (in Britain) a label that is given
to a film/movie to show that it can be watched
legally only by people who are at least eighteen
years old; a film/movie that has this label
18-wheeler /| eˆti\n | wi\l6(r)/ noun (AmE) a very
large truck with nine wheels on each side
20/20 vision /| twenti twenti | vˆΩn/ noun the
ability to see perfectly without using glasses or
CONTACT LENSES

2.1 /| tu\ | w5n/ noun the upper level of the
second highest standard of degree given by a
British or an Australian university: I got a 2.1.
2.2 /| tu\ | tu\/ noun the lower level of the second
highest standard of degree given by a British or
an Australian university
24-hour clock /| twenti f4\r a 6 | kLÅk; AmE

a 6r | kl1\k/ noun the system of using twenty
four numbers to talk about the hours of the day,
instead of dividing it into two units of twelve
hours
24/7 /| twenti f4\ | sev6n; AmE f4\r/ adv.
(informal) twenty-four hours a day, seven days a
week (used to mean 'all the time'): She's with me
all the time—24/7.
3-D (also three-D) /| ˙ri\ | di\/ noun [U] the
quality of having, or appearing to have, length,
width and depth: These glasses allow you to see
the film in 3-D.
35mm /| ˙ tifaˆv | mˆlimi\t6(r); AmE | ˙ rti- /
noun the size of film that is usually used in
cameras for taking photographs and making
films/movies
4x4 /| f4\ baˆ | f4\; AmE | f4\r baˆ | f4\r/ noun a
vehicle with a system in which power is applied
to all four wheels, making it easier to control
911 /| naˆn w5n | w5n/ the telephone number used
in the US to call the police, fire or ambulance
services in an emergency: (AmE) Call 911.
99 /| naˆnti | naˆn/ noun (BrE) an ice cream in a
cone with a stick of chocolate in the top
999 /| naˆn naˆn | naˆn/ the telephone number
used in Britain to call the police, fire or
ambulance services in an emergency: (BrE) Dial
999.
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Symbols

.........................................................................................................................................
=

>
<

∴

∴
✓
✗
*
&
#

"
@

equals; is the same as
does not equal; is different from
is approximately equal to
is more than
is less than
because
therefore
correct
incorrect
used to mark important points (called an
ASTERISK)
and (called an AMPERSAND)
(BrE) HASH (AmE POUND SIGN) the symbol used
for example on telephones, and in addresses in
the US
DITTO; the same word as above
at

£
$
©
P

(on an envelope) care of. You address a letter to
a person ‘care of’ sb else when the place you
are sending it to is not their permanent home.
pound sterling
dollar
euro
copyright
information
parking
male
female
used on the packaging of products to show that
they are made from recycled materials (= that
have been used once then treated so that they
can be used again) , or to show that they can be
recycled after use

.........................................................................................................................................

Pronunciation and phonetic symbols

.........................................................................................................................................
The British pronunciations given are those of younger speakers of General British. This includes RP
(Received Pronunciation) and a range of similar accents which are not strongly regional. The American
pronunciations chosen are also as far as possible the most general (not associated with any particular
region). If there is a difference between British and American pronunciations of a word, the British one is
given first, with AmE before the American pronunciation.

Consonants
p
pen
/pen/
s
see
/si\/
b
bad
/b2d/
z
zoo
/zu\/
t
tea
/ti\/
ƒ
shoe
/ƒu\/
d
did
/dˆd/
Ω
vision /| vˆΩn/
k
cat
/k2t/
h
hat
/h2t/
g
get
/get/
m man
/m2n/
tƒ chain
/tƒeˆn/
n
now
/na /
dΩ jam
/dΩ2m/ ©
sing
/sˆ©/
f
fall
/f4\l/
l
leg
/leg/
v
van
/v2n/
r
red
/red/
˙
thin
/˙ˆn/
j
yes
/jes/
ø
this
/øˆs/
w wet
/wet/
The symbol (r) indicates that British pronunciation will have /r/ only if a vowel sound follows
directly at the beginning of the next word, as in
far away; otherwise the /r/ is omitted. For
American English, all the /r/ sounds should be
pronounced.
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/x/ represents a fricative sound as in /lÅx/ for
Scottish loch, Irish lough.

Vowels and diphthongs
i\
see
/si\/
i
happy /| h2pi/
ˆ
sit
/sˆt/
e
ten
/ten/
2 cat
/k2t/
1\ father
/| f1\ø6(r)/
Å
got
/gÅt/
(British English)
4\ saw
/s4\/
put
/p t/
u
actual
/| 2ktƒu6l/
u\ too
/tu\/
5
cup
/k5p/
fur
/f (r)/
6
about
/6 | ba t/
eˆ say
/seˆ/

6
o
aˆ
4ˆ
a
ˆ6
e6
6

go
go
my
boy
now
near
hair
pure

/g6 /
/go /
/maˆ/
/b4ˆ/
/na /
/nˆ6(r)/
/he6(r)/
/pj 6(r)/

(British English)
(American English)

(British English)
(British English)
(British English)

Many British speakers use /4\/ instead of the
diphthong / 6/, especially in common words, so
that sure becomes /ƒ4\(r)/, etc.
The sound /Å/ does not occur in American
English, and words which have this vowel in
British pronunciation will instead have /1\/ or
/4\/ in American English. For instance, got is
/gÅt/ in British English, but /g1\t/ in American
English, while dog is British /dÅg/, American
/d4\g/.
The three diphthongs /ˆ6 e6 6/ are found only
in British English. In corresponding places,
American English has a simple vowel followed by
/r/, so near is /nˆr/, hair is /her/, and pure is
/pj r/.
Nasalized vowels, marked with /˜/, may be
retained in certain words taken from French, as in
penchant /| pÅ̃ƒÅ̃/, coq au vin /| kÅk 6 | v2̃/.

Syllabic consonants
The sounds /l/ and /n/ can often be ‘syllabic’ –
that is, they can form a syllable by themselves
without a vowel. There is a syllabic /l/ in the
usual pronunciation of middle /| mˆdl/, and a
syllabic /n/ in sudden /| s5dn/.
Weak vowels /i/ and /u/
The sounds represented by /i\/ and /ˆ/ must
always be made different, as in heat /hi\t/
compared with hit /hˆt/. The symbol /i/
represents a vowel that can be sounded as either
/i\/ or /ˆ/, or as a sound which is a compromise
between them. In a word such as happy /| h2pi/,
younger speakers use a quality more like /i\/, but
short in duration. When /i/ is followed by
/6/ the sequence can also be pronounced /j6/. So
the word dubious can be /| dju\bi6s/ or
/| dju\bj6s/.
In the same way, the two vowels represented
/u\/ and / / must be kept distinct but /u/
represents a weak vowel that varies between them.
If /u/ is followed directly by a consonant sound,
it can also be pronounced as /6/. So stimulate
can be /| stˆmjuleˆt/ or /| stˆmj6leˆt/.

Weak forms and strong forms
Certain very common words, for example at,
and, for, can, have two pronunciations. We give
the usual (weak) pronunciation first. The second
pronunciation (strong) must be used if the word is
stressed, and also generally when the word is at
the end of a sentence. For example:
I’m waiting for /f6(r)/ a bus.
What are you waiting for /f4\(R)/?
Stress
The mark / | / shows the main stress in a word.
Compare able /| eˆbl/, stressed on the first
syllable, with ability /6 | bˆl6ti/, stressed on the
second. A stressed syllable is relatively loud, long
in duration, said clearly and distinctly, and made
noticeable by the pitch of the voice.
Longer words may have one or more secondary
stresses coming before the main stress. These are
marked with /| / as in abbreviation
/6 | bri\vi | eˆƒn/, agricultural /| 2grˆ | k5ltƒ6r6l/.
They feel like beats in a rhythm leading up to the
main stress.
Weak stresses coming after the main stress in a
word can sometimes be heard, but they are not
marked in this dictionary.
When two words are put together in a phrase,
the main stress in the first word may shift to the
place of the secondary stress to avoid a clash
between two stressed syllables next to each other.
For instance, | after | noon has the main stress on
noon, but in the phrase | afternoon | tea the
stress on noon is missing.
|
| Well known has the main stress on known,
but in the phrase | well-known | actor the stress
on known is missing.
Stress in phrasal verbs
One type of phrasal verb has a single strong stress
on the first word. Examples are | come to sth,
|
go for sb, | look at sth. This stress pattern is
kept in all situations, and the second word is never
stressed. If the second word is one which
normally appears in a weak form, remember that
the strong form must be used at the end of a
phrase.
Another type of phrasal verb is shown with two
stresses. The pattern shown in the dictionary, with
the main stress on the second word, is the one
which is used when the verb is said on its own, or
when the verb as a whole is the last important
word in a phrase:
What time are you | coming | back?
He | made it | up.
|
| Fill them in.
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But the speaker will put a strong stress on any
other important word if it comes later than the
verb. The stress on the second word of the verb is
then weakened or lost, especially if it would
otherwise be next to the other strong stress. This
happens whether the important word which
receives the strong stress is between the two parts
of the phrasal verb, or after both of them.
We | came back | early.
I | filled in a | form.
|
| Fill this form in.
If more than one stress pattern is possible, or the
stress depends on the context, no stress is shown.

Stress in idioms
Idioms are shown in the dictionary with at least
one main stress unless more than one stress
pattern is possible or the stress depends on the
context. The learner should not change the
position of this stress when speaking or the
special meaning of the idiom may be lost.
Tapping of /t/
In American English, if a /t/ sound is between
two vowels, and the second vowel is not stressed,
the /t/ can be pronounced very quickly, and
made voiced so that it is like a brief /d/ or the rsound of certain languages. Technically, the sound
is a ‘tap’, and can be symbolised by / /. So
Americans can pronounce potato as /p6 | teˆ o /,
tapping the second /t/ in the word (but not the
first, because of the stress). British speakers don’t
generally do this.
The conditions for tapping also arise very
frequently when words are put together, as in not
only, what I, etc. In this case it doesn’t matter
whether the following vowel is stressed or not,
and even British speakers can use taps in this
situation, though they sound rather casual.
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The glottal stop
In both British and American varieties of English,
a /t/ which comes at the end of a word or
syllable can often be pronounced as a glottal stop
/ / (a silent gap produced by holding one’s
breath briefly) instead of a /t/. For this to
happen, the next sound must not be a vowel or a
syllabic /l/. So football can be /| f b4\l/
instead of /| f tb4\l/, and button can be
/| b5 n/ instead of /| b5tn/. But a glottal stop
would not be used for the /t/ sounds in bottle or
better because of the sounds which come
afterwards.

オックスフォード類語辞典について
.........................................................................................................................................

Guide to the Thesaurus

.........................................................................................................................................

THE HEADWORDS

HOMONYMS

The text of the Thesaurus is organized under
headwords, which are printed in bold type. The
headwords are listed in strict alphabetical order.
Many English words have two or more different
acceptable spellings; in this book, the one used is
the one regarded as being the most common. If
two or more different forms are common,
alternatives are given, for example:

Certain words have the same spelling but different
meanings and different origins (etymologies).
Such words, known as homonyms, are treated as
separate headwords, even when they have the
same part of speech. Homonym numbers are
included in order to distinguish identical
headwords with the same part of speech for the
purposes of cross-referencing. For example:

cagey, cagy adjective guarded, secretive,
noncommittal, cautious, chary, wary, careful,
shrewd, wily.

bank1 noun a grassy bank slope, rise,
incline....
bank2 verb bank an aircraft tilt, slope, slant....
bank3 noun borrow from the bank...high-street
bank, clearing bank....
bank4 verb bank the money deposit, save, save
up....

However, alternatives are not listed in all such
cases. For instance, in British English many
words ending in -ize can also be spelled with an
-ise ending. Variants of this type have not been
included.

PARTS OF SPEECH
Headwords are always followed by a label
indicating the part of speech of the entry.
When a word has two or more different parts of
speech, it is listed more than once with separate
entries for each, for example:

If the headwords are identical but the parts of
speech differ, there can be no ambiguity in cross
references so homonym numbers are not used.
This does not necessarily imply that the different
part-of-speech entries have the same etymology.

captive noun take captives...prisoner,
prisoner-of-war, hostage....
captive adjective captive animals imprisoned, incarcerated, locked up....
The order of parts of speech is based on usage,
with the most common placed first. Not all
possible parts of speech of a word are necessarily
included as headwords. For example, many words
that function as adjectives can also function as
adverbs. These are included only when they have
useful sets of synonyms.
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THE ENTRIES

GROUPS WITHIN SENSES

Each entry contains a list of words that are
synonyms of the headword; i.e. the words can be
used in place of the headword in most (although
not all) contexts. When a word has more than one
meaning, the different senses of the word are
numbered. Example phrases (in italic type)
indicate the particular sense and illustrate the use
of the word. In some cases, two or more examples
are given; these are separated by a vertical bar.
For example:
assimilate verb 1 assimilate food / facts |
assimilate people into a group absorb, take in,
incorporate, digest, ingest. 2 assimilate your
way of life to theirs adapt, adjust, accustom,
acclimatize, accommodate, become like /
similar, blend in, fit, homogenize.

In general, the synonyms in an entry are separated
by commas. However, there are cases in which
the words fall naturally into two or more distinct
groups, which are separated by a semicolon.
There are various reasons for subdividing a sense
in this way:
• grammatical differences Some of the words
may function in a different way from others, for
example:

Note that a solidus ( / ) is used to separate
alternative words in order to save space. The
solidus applies only to the two words it separates;
thus 'assimilate food/facts' can be read as
'assimilate food' and 'assimilate facts'.

briefing... recruits being given their briefing
brief, information, guidance, preparation;
instructions, directions....
In this case the words instructions and directions
have been grouped separately because they are
plural nouns. There are other grammatical reasons
why synonyms may be split into groups. For
example, the headword may function as both a
transitive and intransitive verb, whereas some of
the synonyms may be intransitive only.
• informal words Words that are not used in
standard formal English have been grouped at the
end of lists and given the label inf. No distinction
is made between colloquial, informal, and slang
levels of usage. For example:
babble verb... jabber, gibber, gabble, burble,
chatter, mutter, mumble, prate, drivel, bleat,
cackle; inf. rabbit, waffle, run on.
The label inf. applies to all the words following in
the group.
• restricted usage Synonyms have been
separated into labelled groups when they are used
in different regions or in particular fields. For
example:
baby noun holding a tiny baby infant,
newborn, child, babe, tiny tot; inf sprog;
Scots bairn; Med. neonate.
A list of labels used in the Thesaurus is given
later.
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SUB-ENTRIES
Verb phrases are included as sub-entries under a
main entry. For example:
call... call out in pain cry, cry out, shout,
exclaim... call for this calls for a celebration... need, require, be grounds for... call off
call off the dogs order off. order away...

CROSS-REFERENCES
Cross-reference to main entries is indicated by
small capitals. Where necessary, the part of
speech and sense number are also given. For
example:
barbaric adjective.... See BARBARIAN
adjective 1

TABLES
Tables have been included throughout the book to
give additional information for certain entries.
These typically consist of lists of words that,
while not strictly synonyms of the headword, are
associated with it in some way. For example, at
dam a table of notable dams is given; at knife a
list of types of knife is shown.
References to the tables are given at the ends of
entries. For example:
dam noun a river dam... See table.
machete noun... See table at KNIFE.
Certain headwords only refer to tables, i.e. there
are no synonyms given. For example;
ballet noun. See table.

ANTONYMS
Many entries contain a list of opposites. For
example:
dally verb...
Opposites HURRY: HASTEN.
Words in small capitals are cross-references to
other entries.
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Abbreviations

.........................................................................................................................................
The following labels have been used in the text:
Am.
Austral.
dial.
fml.
inf.
lit.
Med.
Tech.
vulg.

154

American
Australian
dialect
formal
informal
literary
Medicine
Technical fields
vulgar

Abbreviations for nationalities:
Afk.
Afr.
Am.
Arab.
Austral.
Belg.
Brit.
Bulg.
Can.
Cz.
Da.
Du.
Egypt.
Engl.
Flem.
Finn.
Fr.
Ger.
Gk.
Icel.
Ind.
Ir.
It.
Jap.
Mex.
Norw.
NZ.
Pers.
Pol.
Port.
Rom.
Russ.
S. Afr.
S. Am.
Scot.
Sp.
Sw.
Turk.

Afrikaans
African
American
Arabic
Australian
Belgian
British
Bulgarian
Canadian
Czech
Danish
Dutch
Egyptian
English
Flemish
Finnish
French
German
Greek
Icelandic
Indian
Irish
Italian
Japanese
Mexican
Norwegian
New Zealand
Persian
Polish
Portuguese
Roman
Russian
South African
South American
Scottish
Spanish
Swedish
Turkish

カタカナ新語実用辞典について
この辞典の使い方

■専門語など

■見出し語の配列
五十音順で配列した、漢字・数字・アルファ
ベットは、カタカナに変えた読みで五十音順
とした。
例：ミニFM局 → ミニエフエムキョク
長音符（−）は、それぞれ直前のカナの母音字
に置き換えて配列した。
例： ターム → タアム
リーチ → リイチ
ムース → ムウス
テール → テエル
モード → モオド

■原語

必要に応じて
（
（ ）
）
でくくって特定分野や専門
用語などの表示をした。
略語を用いたものもあ
り、主なものは次のとおり。
医…医学
音…音楽
化…化学
経…経済、経営
芸…芸術
宗…宗教
心…心理
生…生物
生化…生化学、バ
イオテクノロジー
政…政治

通信…通信工学、
ニューメディア
哲…哲学
天…天文
電…電気、電気工学
電算…コンピューター
美…美術
文…文学
理…物理
接頭…接頭辞
造語…造語成分

原語は、見出し後の直後に［ ］でくくって示
した。英語以外の原語名は、原語の直後にお
いて示した。
例： カリスマ［Charisma ドイツ］

■和製語
和製語は原語の後に「和」を置いて示した。原
語が変化したもの、漢字・ひらがなが交じっ
たものには「和」を示していない。
例： ドーナツ現象［doughnut −−］

■記号
,

関連語、参照語 k

同義語

反対語、対語
＊
同義語、略語、記号など
◆
類語解説、補足説明など
G
用例
【 】 原語上の注記

そ
の
他

155

索引

キーワード検索
ことわざ辞典
（暮らしのことわざ早引き辞典）...... 61
英会話とっさのひとこと辞典 ......... 68

ア

あいまい検索
英英辞典
（オックスフォード現代英英辞典）... 42
英和辞典（リーダーズ英和辞典）..... 28
類語辞典

英語で話す「日本」Q&A ................ 76
検索結果 ................................................ 21
キーの使いかた ............................... 22
検索辞書 ................................................ 21
検索条件（学研監修漢字字典）.............. 51
音訓読み .......................................... 51

（オックスフォード類語辞典）......... 45

総画数 ............................................. 51

マルチ検索 ...................................... 93

パーツ読み ...................................... 51

アルファベット略語検索 ...................... 65

部首名 ............................................. 51

暗記帳 ................................................. 103
削除する ........................................ 104
登録する ........................................ 103
見る ............................................... 104

パターン .......................................... 51
検索モード ...................................... 15,16
後方一致検索
英英辞典

英英辞典

（オックスフォード現代英英辞典）... 40

（オックスフォード現代英英辞典）... 39,138

英和辞典（リーダーズ英和辞典）..... 26

英会話とっさのひとこと辞典 ............... 66

国語辞典（岩波国語辞典）............... 37

英語で話す「日本」Q&A ...................... 74

コンピュータ英語情報辞典 ............. 70

英文手紙用例辞典 ................................. 78

マルチ検索 ................................ 91,97

英和辞典（リーダーズ英和辞典）... 25,112

類語辞典

オートパワーオフ機能 .......................... 14

（オックスフォード類語辞典）......... 46

お手入れ .............................................. 105
カ

該当項目 .......................................... 15,16
カタカナ新語実用辞典 .................. 64,155
カタカナ発音検索 ................................. 29
漢字字典（学研監修漢字字典）.............. 51
国語ジャンプ .................................. 54
ことわざジャンプ ........................... 55
四字熟語ジャンプ ........................... 56
関連項目 ................................................ 23
英単語ジャンプ ............................. 23
参照ジャンプ ................................. 24

和英辞典（研究社新和英中辞典）..... 33
国語辞典（岩波国語辞典）............. 36,132
故障かな？と思ったら ........................ 106
ことわざ辞典
（暮らしのことわざ早引き辞典）............ 60
コントラスト ............................................ 13
コンピュータ英語情報辞典 ................... 69
サ

参照項目 ................................................ 21
ジャンプ ................................................ 23
英単語ジャンプ ............................... 23
参照ジャンプ .................................. 24
準備 ....................................................... 10
ジョグダイヤル ..................................... 12

156

成句（英熟語）検索

ヤ

英英辞典

四字熟語辞典（四字熟語早引き辞典）... 57

（オックスフォード現代英英辞典）... 43

用例検索

英和辞典（リーダーズ英和辞典）..... 30

英英辞典

マルチ検索 ...................................... 94

（オックスフォード現代英英辞典）... 44

類語辞典

英和辞典（リーダーズ英和辞典）..... 31

（オックスフォード類語辞典）......... 49

マルチ検索 ...................................... 95

設定 ....................................................... 99

類語辞典

前方一致検索

（オックスフォード類語辞典）......... 50

英英辞典
（オックスフォード現代英英辞典）... 39

和英辞典（研究社新和英中辞典）..... 35
ラ

英和辞典（リーダーズ英和辞典）..... 25

リジューム機能 ..................................... 14

国語辞典（岩波国語辞典）............... 36

リセット ..................................... 13 、106

コンピュータ英語情報辞典 ............. 69

履歴 ..................................................... 102

マルチ検索 ................................ 90,96

類語辞典（オックスフォード類語辞典）.. 45

類語辞典

連続検索 ................................................ 22

（オックスフォード類語辞典）......... 45
和英辞典（研究社新和英中辞典）..... 32
和英辞典（研究社新和英中辞典）........... 32
タ

ワ

ワイルドカード検索
英英辞典
（オックスフォード現代英英辞典）... 41

電源 ....................................................... 14

英和辞典（リーダーズ英和辞典）..... 27

同梱品 ................................................... 76

国語辞典（岩波国語辞典）............... 38
コンピュータ英語情報辞典 ............. 71

ハ

分類検索
ことわざ辞典

マルチ検索 .............................. 92 、98
類語辞典

（暮らしのことわざ早引き辞典）.... 62

（オックスフォード類語辞典）......... 47

四字熟語辞典

和英辞典（研究社新和英中辞典）..... 34

（四字熟語早引き辞典）.................. 58

和英辞典（研究社新和英中辞典）... 32,126

ペラペラ・旅行会話 .............................. 82
保証書とアフターサービス ................. 107

そ
の
他

マ

マルチ検索 ............................................ 90
見出し語 ................................................ 21
文字サイズの変更 ............................... 100
文字の入力 ............................................ 15
修正する .......................................... 20
ひらがな入力 ............................ 17,19
ローマ字入力 ............................ 17,18
ローマ字→かな対応表 .................. 108

157

English

Operating Instructions

オックスフォード 現代英英辞典
(OXFORD English Dictionary)
オックスフォード 類語辞典
(OXFORD Thesaurus Dictionary)

Installing the battery

学研監修漢字字典
(Gakken’s Chinese characters Dictionary)

See the illustrations in the Japanese text (page 13).

四字熟語早引き辞典
(A Handy Dictionary of Four-Kanji Phrases)

Install one R03 (size AAA) dry battery into the
battery compartment.

暮らしのことわざ早引き辞典
(A Dictionary of Wise Popular Sayings)

1
2
3
4

Open the battery compartment lid.
Install the battery with the correct polarity.
Close the lid.
Press the reset button using a sharp-pointed
object.

When the battery becomes weak
The
indication appears on the screen. Replace
the battery with new one, or the battery will be
dead and this unit may not operate correctly.

Battery life
With one battery, this unit will operate for about
45 hours (an alkaline LR03 battery), or about 18
hours (a manganese R03 battery) .

Auto power off function
To conserve the battery, this unit automatically
turns off if it remains idle for 3, 7, or 15 minutes.
The auto power off timer can be set on the setting
screen (page 99).

Adjusting the contrast
To adjust the screen contrast, use the CONTRAST
control. Moving it rightward increases the contrast,
whereas moving it leftward decreases the contrast.

Using the dictionary
This unit contains the following dictionaries
published in Japan.
リーダーズ英和辞典
(Kenkyusya’s Reader’s English-Japanese
Dictionary)
カタカナ発音英単語検索辞典
(Kenkyusya’s English-Japanese Dictionary by
Japanese pronunciation)
研究社 新和英中辞典
(Kenkyusya’s Japanese-English Dictionary)
コンピュータ英語情報辞典
(Kenkyusya’s Computer terms English Dictionary)
岩波国語辞典
(Iwanami Kokugo Jiten: The Iwanami Dictionary of
the Japanese Language 6th edition)
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カタカナ新語実用辞典
(Gakken’s Katakana New Word Dictionary)
英文手紙用例辞典
(Gakken’s Dictionary for English letter)
世界の名言・名句
(Gakken’s Dictionary of Wold proverbs)
世界の料理・メニュー辞典
(Gakken’s Dictionary of World cooking & menu)
とっさのひとこと英会話辞典
(DHC's Quick English phrases )
英語で話す「日本」 Q&A
(Kodansha International's Q&A book for
introducing Japan in English )
ペラペラ・英米旅行会話
(Sansyusya's Dictionary for travel conversation-English )
ペラペラ・ドイツ旅行会話
(Sansyusya's Dictionary for travel conversation-German)
ペラペラ・フランス旅行会話
(Sansyusya's Dictionary for travel conversation-French)
ペラペラ・スペイン旅行会話
(Sansyusya's Dictionary for travel conversation-Spanish)
ペラペラ・イタリア旅行会話
(Sansyusya's Dictionary for travel conversation-Italian)

Using the dictionary keys
You can select the dictionary you want to use by
pressing the corresponding dictionary key.
「辞書 9 巻検索」: Search in 9 dictionaries
「リーダーズ／カタカナ発音」:
English - Japanese Dictionary/
English - Japanese Dictionary
(by Japanese pronunciation)
「和英／国語」:
Japanese - English Dictionary
Japanese language Dictionary
「英英」: English Dictionary
「類語」: Thesaurus Dictionary
「漢字／全 15 巻」:
Chinese characters Dictionary/
15 dictionaries

Using the Japanese-English dictionary
1

Press the 「和英／国語」 key to select 「研究
社 新和英中辞典」, and press the jog dial.

2

Type the Japanese word using the letter
keys.
(See the ローマ字→かな対応表 in the Japanese
text (page 108).)
The list appears on the screen.

Chinese character example
Pattern

Example
杏,胃, 育
利,阿,位
灰,厚, 広
近, 道,延

3

Scroll the jog dial to select the word.

国,闇, 画

4

Press the jog dial.
The meaning of the word you typed appears
in English.

戒,我, 亜

Using the English-Japanese dictionary

How to use the keys to read the
searched screen

1

Press the［リーダーズ／カタカナ発音］key.

Key

Function

2

Type the English word using the letter keys.
The list appears on the screen.

文字サイズ

Press to enlarge characters.

3

Scroll the jog dial to select the word.

4

Press the jog dial.
The meaning of the word you typed appears
in Japanese.

Continuous search mode
When a searched screen of the dictionary is
displayed, you can search the next word by
entering the first letter of the word (continuous
search mode).

Using the Chinese characters dictionary
You can use the Chinese characters dictionary
by specifying the pattern of the character.
1

Press the［漢字／全15巻］key to select「漢
字字典」, and press the jog dial.

Press to return to the previous
screen.

How to use the jog dial to read the
searched screen.
The jog dial can call up various functions by two
operations (scroll, press against the rim) and can
also select and determine the settings.

Changing the settings
You can change the settings of this unit on the
setting screen.
1 Press one of the ［辞書 9 巻検索］［リーダー
ズ／カタカナ発音］［和英／国語］［英英］
［類語］［漢字／全 15 巻］ .
The input screen appears.
2

Press and hold the
screen appears.

key until the setting

2

Scroll the jog dial to move the cursor _ to
“ パターン .”
Six patterns of Chinese characters appear on
the screen.

3

Scroll the jog dial to select the pattern of a
character to be selected.

4

Press the jog dial.

5

Press the jog dial again.
The list appears on the screen.

3

Select the desired setting item using the jog
dial.

6

Scroll the jog dial to select a Chinese
character.

4

Press the jog dial against the rim.

5

Select「初期画面に戻る」with the jog dial.

6

Press the jog dial against the rim.
The screen returns to the input screen.

7

Press the jog dial.
The information of the Chinese character
appears on the screen.
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