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初秋の候、ますますご健勝のほどお喜び申し上げます。稲穂も金色になり新米の季節、そ
して、いちじく、栗、ぶどうなど果物のおいしい季節となりました。そして、大学ではいよ
いよ後期授業が始まります(一部の大学では既に始まっておりますが)。今回のニュース・レタ
ーでは、｢秋の研修会｣と PacSLRF 2016 の開催および発表募集について再度お知らせいたしま
す。そして、2016 年度「初夏の研修会」のお知らせです。今後の研究に向け SLA の知見を広
げる、あるいは新たな知見を発見する機会として、是非ご参加、ご応募ください。
お知らせ (1)：秋の研修会
日時：10 月 25 日(日) 10:30-17:00
名駅サテライトキャンパス 13 階

場所：名城大学
10:10

受付開始

10:25

挨拶と事務連絡

10:30-12:00

講演 1 片岡邦好氏（愛知大学）
「言語と身体の協奏：第二言語習得への示唆」

12:00-13:00

昼食

13:00-13:40

J-SLA 総会(会員のみ参加可能)

13:45-15:15

講演 2 畑佐由紀子氏（広島大学）
「認知的アプローチに基づく教室内習得研究」
講演 3

15:30-17:00

Danijela Trenkic 氏（ヨーク大学）

“How nativelike can non-native speakers be? Grammar
comprehension, production and representation”

参加費：一般／学生、会員／非会員に関わらず、1,000 円
*事前申し込み不要
お知らせ (2)：PacSLRF 2016 の開催と発表募集
既にお知らせしておりますように、PacSLRF2016（Pacific Second Language Research Forum
2016／環太平洋第二言語研究フォーラム 2016）を 2016 年 9 月 9-11 日に中央大学で開催しま
す。なお、J-SLA が PacSLRF2016 を主催するため、J-SLA2016 年度年次大会を兼ねておりま
すことをご了承ください。
口頭およびポスター、学生ワークショップ、コロキアムの発表募集をしております。発表
申込締切は 2015 年 10 月 20 日午後 11 時 59 分（日本時間）です。奮ってご応募ください。主
な日程、参加費、発表申し込みの方法等は、PacSLRF2016 のホームページをご覧ください。

英語のホームページ：http://www.j-sla.org/pacslrf/
日本語のホームページ：http://www.j-sla.org/pacslrf/jp/
J-SLA 会員の皆様からの発表申込およびご参加を心よりお待ちしております。
お知らせ (3)：初夏の研修会
2016 年度は、PacSLRF を 9 月に開催する関係で、例年の秋の研修会を「初夏の研修会」と
して、以下の通り、開催します。なお、この研修会は、第二言語習得研究およびその関連分
野の研究者に、最新の研究について分かりやすく解説してもらうことを目的としています。
非会員の方も誘って是非ご参加ください。
日時：2016 年 6 月 5 日(日) 10:30-17:00
場所：京都女子大学
10:10

受付

10:25

挨拶と事務連絡

10:30-12:00

講演 1 石川慎一郎氏（神戸大学）
「学習者コーパスと SLA 研究：L2 運用の可視化を目指して」

12:00-13:00

J-SLA 総会(会員のみ参加可能)

12:00-14:00

昼食・休憩
講演 2 柴田美紀氏（広島大学）

14:00-15:30

「第二言語習得、英語教育、リンガ・フランカ英語の視点か
ら再考する英語ネイティブの役割」

15:40-17:10

講演 3 尾島司郎氏（滋賀大学）
「人工文法学習パラダイムと言語習得研究」

参加費：一般／学生、会員／非会員に関わらず、1,000 円
*事前申し込み不要

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ニュース・レター及び J-SLA に関する問合せ：柴田美紀 shibatam@hiroshima-u.ac.jp

Newsletter: September, 2015
Time flies: summer has already passed us by! Autumn is the harvest season here in Japan.
The first rice of the year is now on sale as well as different kinds of fruits such as figs,
Japanese chestnut, grapes, just to name a few. People are also enjoying outdoor sports. For
university faculty and students, it is time to go back to school: a new term starts from October
1, although some colleges and universities have already started their classes. I hope you all
had a great summer and are refreshed and ready to make further progress in your research and
studies. The September newsletter is a reminder of the Autumn Research Forum 2015 and the
abstract submission deadline for PacSLRF 2016. Both events should be good opportunities to
expand your knowledge on SLA.
(1) Autumn Research Forum 2015 (Reminder)
Place: Meijo University MSAT (Mei-Eki Satellite Office) (13th Floor, KDX Nagoya
Ekimae Building, 3-26-8, Meieki, Nakamura, Nagoya)
Date: October 25 (Sun)
10:00 ~
Registration
10:30-12:00 Professor Kuniyoshi Kataoka (Aichi University)
12:00-13:00 Lunch break
13:00-13:40 J-SLA General meeting (members only)
13:45-15:15 Professor Yukiko Hatasa (Hiroshima University)
15:30-17:00 Senior Lecturer Danijela Trenkic (University of York）
Fee：1,000 yen for both members and non-members
*No pre-registration is required.
(2) Call for papers for J-SLA 2015 (Reminder)
As announced in previous newsletters, the Pacific Second Language Research Forum 2016
(PacSLRF 2016) will be run concurrently with the 16 th annual meeting of the Japan Second
Language Association (J-SLA 2016) September 9 – 11 at Chuo University, Tokyo, Japan.
Proposals for papers (oral, poster, and student workshop) and colloquia presenting data and
theory in areas of research in Second Language Acquisition are invited: deadline is October
20, 2015, 11:59 PM JST. Please see the conference website for details on the conference
schedule, fees, and abstract submission.
English：http://www.j-sla.org/pacslrf/
Japanese：http://www.j-sla.org/pacslrf/jp/

(3) Early Summer Research Forum 2016 [New!]
Since PacSLRF 2016 has been scheduled for next September, we will have an Early Summer
Research Forum instead of our annual Autumn Research Forum next year. The forum is open
to the public and welcomes all who are interested in academic fields related to SLA. Bring
your friends and colleagues to this sure-to-be inspiring event.
Place: Kyoto Women’s University
Date: June 5, 2016 (Sun)
10:10 ~

Registration

10:25

Greeting and announcements

10:30-12:00

Dr. Shinichiro Ishikawa (Kobe University)

12:00-13:00

J-SLA General meeting (members only)

12:00-14:00

Lunch break

14:00-15:30

Dr. Miki Shibata (Hiroshima University)

15:40-17:10

Dr. Shiro Ojima (Shiga University)

Fee：1,000 yen for both members and non-members
*No pre-registration is required.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------For inquiry and more information, please contact Miki Shibata (J-SLA Secretariat) at
shibatam@hiroshima-u.ac.jp.

