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必要事項 を記入 し、
切 り取 ってお近くの書店にお申し込みください。
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□□□□
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書店名

・和莫辞典 を
莫和
お名前

申 し込みま丸
●定価 2,415円 本体 2,300円
※ お客さまの住所 氏名などの個人情報は お申し込みの書籍を小社から書店様 にお届けするために 小学館 書店

lln売 会社て利用させていただきます。
そのほかの目的で11用 いた しません

ご了承の上 ご記入ください。

和英 13,000語 を厳選収録
高校英語学習 に必要十分な英和 21,000項 目、
基礎・基本を網羅 しました。
シンプルな解説と用例、しっかり学ぶための工夫を随所に取り入れ、
和英辞典です。
英語学習に悩むすべての高校生 に贈る、最新 の英和 。
!
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約 13,000語 を収録 し、
日記英語を意識 して、
豊富な用例 で解説
しま鳥 朝起きてから
夜寝るまでの高校生活
の一 日が表現できる
ように配慮 しました。
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意味の範囲の広 い重要語では、奇数ペー ジから偶数ペー ジにまたがる
引きづらさを解消するために、
語全体が一 覧できる独自の配置を試みました。
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