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日本語からも自在にヨ‖する

国内最大・最詳の英語類語辞典。

ネイティブスピーカーの思者が恒間見える

2008年 :こ干り行された『Oxford Learner's Thesaurus:

響
iC●Ona～ 。f SynOnyms」 の日本語版が登場 しました。

.1圧倒的な類語数、詳しい解説、豊富な生きた用例はそのままに、
・
日本人にとって有用な項目約 1,300を厳選。
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類語同上を比較対照するこ

とで浮かび上がる用法の連

いを詳 しく
「

寧に解説 して

います。
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約 1,300を 収録 しています。

用例
文例を中心に、日常会話や

新聞・雑誌などにjL」 載され

た生きた例文約 26,000を

収録 しています。

類語グループ
このグループの意味の定義

と代表的な類語訳を掲載。
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類語スケール
それぞれの類語をくらべて

相対的な意味の強弱がわか

ります。例えば、reneved

(は つとした)と thrnled

(興奮 して大喜びの)は意味

の強さによってそれぞれ矢

印の両端に位置 しています。
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反 言 語 と 参 照 項 目

対になる反意語も類語の一

部です。参照項目は別の親

見出しで扱われている類語

です。反対語や参照項 目は

あわせて 4,700に も及び、

まさにネットワークさなが

ら相互参照できるようにな

っています。
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>glad/ h.ppy/ peased/ de ghted/ proud/ E eved/

>gladl happy/ pleased/ delshled/ proud/ rer€ved/

overloyed to see/ hea./ lind/ know...

'qad/ hapFy/ p€ased/ deigrrted/ releved/ thrled/

very q ad/ happ// p €ased/ pr.rd/'e iered

'9ad/happy/preased/derghled/proudlosay(lhat 
.)

'a happy/ de rshted smile/ la!sh

文 型 と コ ロケ ー シ ョン

共通の意味を持つ類語は、

文TIや コロケーシヨン (語

の結び付き)に おいても共

通性がみられます。実際に

どの類語がどのように用い

られるのかが一覧できます。
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類語見出し
類語総数は約 10,000を

数えます。
"く

ことになる1'態に わ〈:メ しているとtう わけでは決してな
1''

gioom■ ,.GR[F

大学生からビジネスマン、実務家まで9
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●原書の約 65%の内容を厳選 して収録。

●日本で最大 最詳の親見出し約 1,300、 類語総数約 10,000。

●日本語から自在に検索できる索引「日本語類語一覧」。

●日常会話や新聞 雑誌等に現れた生きた用例約 26.000を 収録。

●類語相互の違いや用法を詳解 した約 2,600の コラムと注記。

●細かく張 り巡らされた反意語 参照項目の相互ネットワーク。

●類語同士の意味の強弱が視覚的にわかる123の「類語スケール」。

●結び付きの強い語が一覧できる「文型
|コ

ログ,シ ヨン」。.11.‐ .
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