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「国語辞典」ではわからない、
日常の〈話し言葉〉や〈慣用句〉を理解して
使いこなすための「日本語辞典」です。
一般の国語辞典には載っていない、あるいは載っていても使い方や例

A Japanese dictionary with
the spoken words and expressions
you hear everyday!

文が不足しているために、中上級の日本語学習者が不便を感じたり、日

This dictionary focuses on the colloquial expressions and spoken

本語教師が指導するのに苦労している「口語表現」「話し言葉」に焦点

language that inconvenience Japanese language learners and pose

を当てた日本語辞典。くだけた表現や流行言葉・若者言葉だけでなく、

a challenge for teachers as they are either not found in the usual

古くさい表現や慣用句・決まり文句、専門用語や方言でも、日常の「話

Japanese dictionary, or no example or explanation is given for

し言葉」として使われている日本語は積極的に取り上げた。また、実社

their use. In addition to informal expressions and words used by

会や新聞・雑誌で使われている「ビジネス日本語」の微妙なニュアンス

the younger generation, the dictionary includes old-fashioned

も分かるよう解説した。見出し語は約3,000語。

words and dialect used in spoken language. About 3,000 entries.
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好評
既刊

日本語の正しいコロケーションが分かる
一般の国語辞典ではなかなか引くことができないコロケーション（語と
語の慣用的な結びつき）に着眼した日本語辞典。「正しい日本語」を用
いるための"お手本"となる生きた例文4万5000超を収録。分類して示さ
れる20万を超える連結例は文筆業の方々にも便利。
四六判 ビニール装 函入 1304頁 定価(本体5,600円＋税)
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Learn what words go together in Japanese!
This dictionary focuses on collocations (conventional word combinations),
which are almost impossible to ﬁnd in the usual Japanese dictionary.
Contains over 45,000 living example sentences that serve as a model for
correct Japanese. Over 200,000 example collocations shown by category.
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Key features

本辞典の特長

How to use:

・《使い方》の項では、見出し語

Words are shown in

の「コロケーション」（語と語のつ

collocation (the correct

ながり）を示した。

combination of words).

Commentary:

・《解説》では、見出し語の語源

Many unusual word origins

や由来などにも言及し、読み物と

that are enjoyable reading

しても楽しめる。（例）「シカトす

in themselves, even for

る」「ポシャる」「お 愛 想 」（＝お

non-specialists. For example,

勘定）「ダサい」「おくびにも出さ

"shikato-suru", "posharu",

ない」「ごり押しする」「うだつが

"oaisou" ("the tab"), "dasai",

上がらない」「にっちもさっちも」

"okubi-nimo dasanai" and

「とどのつまり」等々、豊富。

"gorioshi-suru".

・見出し語が持つニュアンス：
否定的／肯定的、上から目線／敬
う気持ち、くだけた表 現／かしこ
まった 表 現 、丁 寧／ 下品・粗 雑、
高年齢層／若者、男言葉／女言葉
…といった実際の使われ方を明示
した。

Notation:
The most common ways to
write the collocation.

・《表記》の項では、その見出し

For example, "saba-wo yomu"

語 の 一 般 的 な 表 記 法 を 示した 。

in kanji, hiragana or

（例 ）「鯖 を 読 む」「さば をよむ」

a combination of katakana

「サバを読む」のいずれがよく使わ

and kanji.

れる傾向にあるか、など。

Conversational examples:
How the expression is used

・
《会話例》では、よりリアルで、

in real conversation.

その見出し語に相応しい使われ方

Kana readings are provided

を「対話形式」で示した。また、日本

for many kanji to help

人の代表的な姓名を積極的に盛り

language learners.

込み、振り仮名を付けた。
・学習者の便を考え、漢字には振り仮名（ルビ）をなるべく多く付けた。
文脈によって読み方の変わる漢字には特に留意した。

＊本文見本（原寸 100％）は編集途中のものです。訂正加筆されることがあります。
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