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 （6）  a smoking man （たばこを吸っている人）とは言えないのに，a 

smoking volcano （煙を出している火山）だと問題ないのはどうして
でしょうか。

 （7）  「フランスの首都はどこですか」をWhere is the capital of France? 

とすると間違いで，What is the capital of France? としなければい
けないのはなぜでしょうか。

本書は，（1）-（7） を含む 95ものことばの不思議を取り上げ，それを分か
りやすく解説します。きっとみなさんは，「〈不思議〉に満ちたことばの世界」
を旅して，ことばの面白さや楽しさを満喫されることでしょう。本書は，
〈上〉と〈下〉の 2巻から成ります。〈上〉では，ことばとそれに関係する領
域の「不思議」を 6つのジャンル（ことばの面白さ，ことばの発達と障害，
ことばの誕生と変化，ことばと社会，ことばの教育，ことばの音と発音）に
分けて取り上げます。一方〈下〉では，ことばそのものの「不思議」を「こ
とばの仕組み」として，3つのジャンル（文法，意味，語用）に分けて取り
上げます。そして〈上〉，〈下〉ともに，それぞれの論考は，一般的なテーマ
から専門的，個別的なテーマへと進み，同時に，日本語を扱う論考から日英
語，そして英語を扱う論考へと配列されています。本書を通じて，読者のみ
なさんが，〈不思議〉に満ちたことばの世界を旅し，納得と満足の気持ちで
帰ってこられることを心より願っています。
最後になりますが，本書にご寄稿いただいた方々に心よりお礼を申し上げ
ます。また，本書の出版をご快諾いただいた開拓社に感謝申し上げます。さ
らに編集から校正，出版までの長期間に渡って細やかな配慮と有益な助言や
指摘をいただいた編集課の川田賢氏に心よりお礼を申し上げます。なお本書
は，学習院大学文学部教授 中島平三氏の 2017年 3月末の退職を記念して
編まれたものであることを申し添えます。

2016年初秋　　　編　者　　
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