J-SLA ニューズレター

2018 年 4 月号

（The English version is placed after the Japanese version）
新年度が始まりました。
会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
さて、年度が改まったことに合わせて、J-SLA の運営体制も新しくなりました。ニューズ
レター担当も柴田前事務局長に代わって、若林（中央大学）が担当します。
引き続きどうぞよろしくお願いします。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜今号の内容＞
1．2018 年 4 月 1 日からの運営体制
2．2018 年度年間行事予定
3．2018 年度年次大会
4．2018 年度秋の研修会
5．事務局から
・会費支払におけるクレジットカード活用と会員情報登録のお願い
・ホームページおよびメーリングリストにおける情報提供の変更
・学会誌 Second Language 最新号発送と会員登録変更のお願い

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1．2018 年 4 月 1 日からの運営体制
前会長らの任期が 2018 年 3 月 31 日に終了したことに伴い、J-SLA の主な運営体制は以下
のようになりました。任期は 2 年です。
会長：稲垣 俊史（同志社大学）

副会長：鈴木 孝明（京都産業大学）

事務局長：若林 茂則（中央大学）

会計：小川 睦美（日本大学）

学会誌編集委員会委員長：大滝 宏一（金沢学院大学）・梅田 真理（群馬県立女子大学）
広報委員会委員長：近藤 隆子（静岡県立大学）
運営委員
坂内 昌徳（東北学院大学）

藤森 敦之（静岡大学）

福地 和則（仙台高等専門学校

橋本 健一（大阪教育大学)

平川 眞規子（中央大学）

稲垣 俊史（同志社大学）

門田 修平（関西学院大学）

狩野 暁洋（活水女子大学）

近藤 隆子（静岡県立大学）

松村 昌紀（名城大学）

マシューズ ジョン（中央大学） 中西 弘 （東北学院大学）
中野 陽子（関西学院大学）

中山 峰治（オハイオ州立大学）

西川 朋美（お茶の水女子大学） 野村 潤（京都女子大学）
小川 睦美（日本大学）

大滝 宏一（金沢学院大学）
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尾島 司郎（横浜国立大学）

奥切 恵（聖心女子大学）

奥野 由紀子（首都大学東京）

奥脇 奈津美（津田塾大学）

柴田 美紀（広島大学）

白畑 知彦（静岡大学）

志手 和行（東京福祉大学）

スネイプ ニール（群馬県立女子大学）

須田 孝司（静岡県立大学）

杉浦 香織（立命館大学）

鈴木 孝明（京都産業大学）

冨田 祐一（学習院大学）

梅田 真理（群馬県立女子大学） 浦野 研（北海学園大学）
若林 茂則（中央大学）

山田 一美（関西学院大学）

山口 有実子（東海大学）

山崎 妙（駒澤大学）

横田 秀樹（静岡文化芸術大学）吉永 直子（弘前学院大学）
なお、新運営委員は、2018 年度第 1 回総会でご承認いただく予定です。
また、監査委員は以下の通りです。
大熊 富季子（三重大学）（2016 年度および 2017 年度の決算に関する監査）
2017 年度および 2018 年度の監査のための監査委員（1 名）は、2018 年度第 1 回総会でご承
認いただく予定です。
2．2018 年度年間行事予定
6 月 16 日（土）、17 日（日）年次大会、第 1 回総会（下参照）
9 月 30 日（日）学会誌 Second Language 論文投稿締切
10 月 28 日（日）秋の研修会、第 2 回総会
このほか、学会誌発行、ニューズレター発行などを行います。
3．日本第二言語習得学会・第 18 回年次大会（J-SLA 2018）
日程：2018 年

6 月 16 日（土）・6 月 17 日（日）

場所：学習院大学 (http://www.univ.gakushuin.ac.jp/access.html)
招待講演：Leah Roberts 氏（ヨーク大学）
参加費（年会費を兼ねる）：一般（5,000 円）、学生（3,000 円）
発表応募数：口頭・ポスター発表 57 件，学生ワークショップ 11 件
★たくさんのご応募ありがとうございました。2018 年 4 月 5 日現在、査読を終え、発表者
を決定するための最終的な調整を行っています。プログラムは、決まり次第、J-SLA のウェ
ブサイトに掲載いたします。
4．2018 年度秋の研修会
日程：2018 年 10 月 28 日（日）
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場所：同志社大学烏丸キャンパス
（https://www.doshisha.ac.jp/information/campus/imadegawa/karasuma.html）
テーマ：The acquisition of articles (DPs)
進行：スネイプ

ニール（群馬県立女子大学）

発表：スネイプ

ニール（群馬県立女子大学）

Kook-Hee Gil（シェフィールド大学）、小川睦美（日本大学）
山田一美（関西学院大学）、若林茂則・木村崇是（中央大学）
参加費：1,000 円（会員・非会員、学生・一般に関わらず）
5．事務局から
・会費支払におけるクレジットカード活用と会員情報登録のお願い
J-SLA のウェブサイトから、クレジットカード決済で年会費を払うことができるようにな
りました。これに伴い、前年度から会員の方も、毎年、会費を支払っていただく時点で、会
員情報の再登録が必要になります。なにとぞご了承ください。なお、従来通りの郵便振替も
可能です。また、年次大会会場での年会費（参加費）を支払っていただいている方が多いと
思いますが、会場でクレジットカードを使用する場合、ご自身の、あるいは、備え付けのパ
ソコンで会員情報の再登録をしていただくことになります。クレジットカード読み取り用の
端末機器は使用できませんので、ご了承ください。
なお、J-SLA の会費は他学会と比較しても低く抑えてあり、会計も切迫していることか
ら、常勤職（任期付きを含む）をお持ちの方については、学生（大学院生を含む）であって
も一般会費をお支払いいただくようにお願いしています。また、2016 年度からは学生の身
分を持たず、かつ、常勤職を持たない方についても一般会費をお支払いいただくようにお願
いしています。学生会費の設定は、勉学専念を旨とする学生のための特別な設定という趣旨
をご理解いただきますよう、お願い申し上げます。
・メーリングリストにおける情報提供の変更
従来、求人や他学会の情報などをメーリングリストでお送りしてまいりましたが、このよ
うな情報は必要ないとのお声を頂くことから、3 月の運営委員会で検討し、今後は J-SLA の
活動に直接関係のない情報はウェブページに掲載することとなりました。ご了承下さい。
・学会誌 Second Language 最新号発送と会員登録変更のお願い
2018 年 3 月に 2017 年度 Second Language を発行・郵送いたしました。大変遅くなり、申
し訳ございません。皆様のお手元に届きましたでしょうか。すでに郵送先に届かず戻ってき
てしまったものがあります。住所変更等があった場合は、速やかにウェブページから変更の
登録をお願いいたします。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------最後までお読みいただきありがとうございました。
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今年度もどうぞよろしくお願い申し上げます。

ニューズレター及び J-SLA に関する問合せ：若林茂則＜swkbys37@tamacc.chuo-u.ac.jp＞

=========================================================================

J-SLA Newsletter (April 2018)
The new school year just began.
I hope this newsletter finds you very well.
The change of the school year is the time for the J-SLA committee to be renewed. The person in
charge of this newsletter has changed from Miki Shibata (Hiroshima University) to Shigenori
Wakabayashi (Chuo University). I hope you will continue to enjoy reading this.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜Contents＞
1．The members of the new steering committee from 1 April 2018
2．Events in FY2018
3．The annual conference 2018
4．Autumn seminar 2018
5．Information from the office
・Availability of credit card payment for J-SLA membership fee and a request for registration
・Change of policy concerning the information on the J-SLA website and mailing list.
・The mailing of the newest volume of Second Language and a request for registration

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1．From 1st April 2018: Steering committee members
The term of the old steering committee ended on 31 March 2018. The new members are as follows.
President: INAGAKI, Shunji (Doshisha University)
Vice-President: SUZUKI, Takaaki (Kyoto Sangyo University)
Secretariat: WAKABAYASHI, Shigenori (Chuo University)
Treasury: OGAWA, Mutsumi (Nihon University)
Head of the Editorial Board:
OTAKI, Koichi (Kanagawa Gakuin University),
UMEDA, Mari (Gunma Prefectural Women’s University
Head of the Board for Public Relations: KONDO, Takako (University of Shizuoka)
Steering Committee Members (Reappointed):
BANNAI, Masanori (Tohoku Gakuin University)
FUJIMORI, Atsushi (Shizuoka University)
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FUKUCHI, Kazunori (National Institute of Technology, Sendai College)
HASHIMOTO, Ken-ichi (Osaka Kyoiku University)
HIRAKAWA, Makiko (Chuo University)
INAGAKI, Shunji (Doshisha University)
KADOTA, Shuhei (Kwansei Gakuin University)
KANO, Akihiro (Kwassui Women’s University)
KONDO, Takako (University of Shizuoka)
MATSUMURA, Masanori (Meijo University)
MATTHEWS, John (Chuo University)
NAKANISHI, Hiroshi (Tohoku Gakuin University)
NAKANO, Yoko (Kwansei Gakuin University)
NAKAYAMA, Mineharu (The Ohio State University)
NISHIKAWA, Tomomi (Ochanomizu University)
NOMURA, Jun (Kyoto Women’s University)
OGAWA, Mutsumi (Nihon University)
OHTAKI, Koichi (Kanazawa Gakuin University)
OJIMA, Shiro (Yokohama National University)
OKUGIRI, Megumi (University of the Sacred Heart, Tokyo)
OKUNO, Yukiko (Tokyo Metropolitan University)
OKUWAKI, Natsumi (Tsuda University)
SHIBATA, Miki (Hiroshima University)
SHIRAHATA, Tomohiko (Shizuoka University)
SHITE, Kazuyuki (Tokyo University of Social Welfare)
SNAPE, Neal (Gunma Prefectural Women’s University)
SUDA, Koji (University of Shizuoka)
SUGIURA, Kaori (Ritsumeikan University)
SUZUKI, Takaaki (Kyoto Sangyo University)
TOMITA, Yuichi (Gakushuin University)
UMEDA, Mari (Gunma Prefectural Women’s University)
URANO, Ken (Hokkai-Gakuen University)
WAKABAYASHI, Shigenori (Chuo University)
YAMADA, Kazumi (Kwansei Gakuin University)
YAMAGUCHI, Yumiko (Tokai University)
YAMAZAKI, Tae (Komazawa University)
YOKOTA, Hideki (Shizuoka University of Art and Culture)
YOSHINAGA, Naoko (Hirosaki Gakuin University)
New members of the steering committee will be nominated and approved at the next business meeting.
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The Inspection Commissioner for FY2016 and FY2017 is:
OKUMA, Tokiko (Mie University)
An Inspection Commissioner for FY2017 and FY2018 will be nominated and approved at the next
business meeting
2．Events in FY2018
Saturday 16 and Sunday 17, June, 2018: Annual Conference (see 3. below)
Sunday, 30 September 2018: Deadline of the submission of articles to Second Language
Sunday, 28 October: Autumn Seminar
We also publish our journal and newsletters.
3．The Japan Second Language Association 18th Annual Conference (J-SLA 2018)
Dates：Saturday 16th and Sunday 17th, June, 2018
Venue：Gakushuin University (https://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/access.html) (Tokyo)
Plenary Speaker：Leah Roberts（University of York）
Fee (including J-SLA membership for FY2018)：Faculty (JPY5,000), Students (JPY3,000)
The number of abstracts submitted for selection：Oral and Poster presentation: 57，Student
Workshop: 11
★Thank you very much for submitting your abstracts. At the moment (1st of April, 2018), reviewing
and selecting presentations has been completed and the program is currently being set up. When the
timetable is done, we will post it on the J-SLA website.
4．J-SLA Autumn Seminar 2018
Date: Sunday 2nd, October, 2018
Venue：Doshisha University, Karasuma Campus (Kyoto)
(https://www.doshisha.ac.jp/en/information/campus/imadegawa/karasuma.html)
Theme：The acquisition of articles (DPs)
Chair：Neal Snape (Gunma Prefectural Women’s University)
Presenters： Neal Snape (Gunma Prefectural Women’s University)
Kook-Hee Gil (University of Sheffield)
Mutsumi Ogawa (Nihon University)
Kazumi Yamada (Kwansei Gakuin University)
Shigenori Wakabyashi and Takayuki Kimura (Chuo University)
Fee：JPY1,000 (for members and non-members, students and faculty)
5．Notes from the office
・Credit card payment for J-SLA membership & registration
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Now you can pay annual membership fees with your credit card through the J-SLA website. You
need to fill in the form every time you pay, which I hope you do not mind. If you prefer to pay by
postal money transfer, you can certainly use the same method as before. Many members used to pay
their annual fee (including conference fee) at the registration on site at annual conferences, and if you
would like to use your credit card at the conference site, you will need to follow the same procedure as
you do before the conference: All information should be entered through our website either using your
own smartphone/PC or our PC at the registration desk. We do not use a credit card reader.
Let us add one more point: We try to keep our membership fees as low as possible, and this should
be clear upon comparison with the fees of other associations. Therefore, our budget is limited. We ask
those with full-time positions (including non-tenure ones) to pay the faculty rate even if they are
students at the same time. Since FY2016, those without a full-time position are asked to pay the
faculty rate when they are not students. We consider the ‘student fee’ to be set specially for those
who mainly spend their time on study as students. We kindly hope you agree with our policy for the
faculty/student distinction.
・The use of mailing list
We used to send you information, e.g., calls for participation from other academic societies, calls for
applicants to vacant positions, through our mailing list, but some members have complained they do
not need these kinds of emails, so we have decided as of our March 2018 steering committee meeting
to place information that is not directly related with J-SLA on our website instead.
・Mailing of the current volume of Second Language, and a request for updating your information
We have finally printed and sent out Second Language (Vol.16) to you in March 2018. We are sorry
for the delay of publication this year. If you have not received one, please let us know: In fact, more
than a few copies have been sent back to the office because of imprecise mailing addresses. If you
have changed your address, please update your record on the J-SLA website.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thank you very much for reading this long newsletter.
Good luck with your research in FY2018!

If you have any enquiries, please email Shigenori Wakabayashi at: swkbys37@tamacc.chuo-u.ac.jp
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