J-SLA ニュース・レター

2015 年 11 号

キャンパスの銀杏の木も黄金色の葉を落とし始めています。そして、日に日に寒くなり冬
の到来を感じる今日この頃です。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
喜び申し上げます。さて、今月のニュース・レターでは、報告とお知らせがそれぞれ 2 点ご
ざいます。
報告(1)：『秋の研修会』終了
2016 年度『秋の研修会』は、10 月 25 日（日）に 3 名の講師をお招きし、名城大学名駅サテ
ライトキャンパスにて開催され、48 名が参加しました。
講演していただいたのは、以下の方々です。
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」
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

Danijela Trenkic 氏（ヨーク大学）“How nativelike can non-native speakers be?

Grammar comprehension, production and representation”
片岡氏は、CM や指導現場(心臓マッサージ)で使われることばと身体の動きを分析することに
より、そこに詩的つながりを見出すという斬新な視点からの研究をご紹介いただきました。
畑佐氏は、認知的な知見から教室内習得(ISLA)を検証した研究について、用語の定義にとも
なう複雑さ、メタ分析、今後の研究課題などについて総括的にお話ししていただきました。
Trenkic 氏は、英語学習者にとってもその習得が最も困難とされる英語の冠詞について、非英
語母語話者の母語と目標言語との競合という Structural Competition Model の理論的枠組みか
ら行ったご自分の研究にもとづいて講演されました。いずれの講演も非常に興味深く、ます
ます研究意欲がわいた一日でした。3 名の招待後援者の方々にあらためてお礼申し上げます。
報告(2)：2015 年度第 2 回総会
報告事項：学会誌の進捗状況
須田編集委員長より学会誌 Second Language について以下の通り報告がありました。
 第 14 号には 7 本投稿があり、2 本が採用され、掲載予定
 第 15 号(H27 年 9 月 30 日〆切)には 8 本の投稿があり、5 本が一次審査を通過、外部査
読へと進む
議題(1)：初夏の研修会日程変更について(事務局 柴田)
諸般の事情により、当初予定していた 2016 年 6 月 5 日を 2016 年 6 月 19 日(日)に変更するこ
とが承認されました。
議題(2) ：委員会等設置規則について(会長若林)
若林会長より委員会等設置規則について提案があり、以下の内容で承認されました。

日本第二言語習得学会委員会設置規則
(趣旨)
第1条

この規則は、日本第二言語習得学会会則第 10 条に基づく、会務を遂行するための委

員会の設置および廃止について定める。
(委員会設置および廃止の方法)
第 2 条 運営委員会を除く委員会の設置および廃止については、 運営委員会での審議を経
て、総会での承認を得る。
(委員会の任務)
第3条

委員会の目的、任務、構成、任期、委員長および委員会の招集等については、各委

員会に関する規則によって定める。
附則 この規則は 2015 年 10 月 25 日より施行する。

また、既に設置されている編集委員会、広報委員会に加え、倫理規定委員会を設置予定です
が、その準備段階として、冨田祐一氏を中心とした倫理規定ワーキング・グループを作るこ
とが承認されました。

議題(3) ：J-SLA ホームページ予算について(会計 狩野)
PacSLRF2016 に向け J-SLA のホームページを充実させることになりました。2015 年度予算に
ホームページ関連として 130,000 円を予算計上していましたが、必要経費が 320,000 円と算出
されました。そのため、会計担当の狩野氏よりこの金額で予算執行することが提案され、総
会で承認されました。

その他：PacSLRF 2016 について (若林会長)
発表申込みが 11 月 30 日まで延期されたこと、および PacSLRF2016 の宣伝に力を入れること
の 2 点について説明がありました。
お知らせ(1)：2016 年度 PacSLRF

発表申込み延期

発表申込締切は 2015 年 11 月 30 日午後 11 時 59 分（日本時間）です。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/
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。奮っ
てご応募ください。
お知らせ(2)：2016 年度「初夏の研修会」開催日程変更

日時：2016 年 6 月 19 日(日)
場所：京都女子大学

10:30-17:00

招待講演者：
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」
講演 2 柴田美紀氏（広島大学）
「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」
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
文責：J-SLA 事務局

柴田美紀 (shibatam@hiroshima-u.ac.jp)

November Newsletter, 2015
Ginko leaves have totally changed their colors and have become golden. Some of them are
already on the ground, which reminds us that winter season is approaching! I hope this letter
finds you all well. The November newsletter gives you brief summaries of the Autumn
Research Forum 2015 and the general meeting, as well as a reminder of the Early Summer
Research Forum 2016 and the PacSLRF conference in 2016.
Report (1) Summary of the Autumn Research Forum 2015
The forum was held in Meijo University MSAT (Mei-Eki Satellite Office) on the 25th of
October. A total of 48 participants enjoyed three lectures and the first lecture was by Professor
Kuniyoshi Kataoka from Aichi University, entitled “Harmony of language and body:
implications for SLA.” He introduced us to how language and body movement orchestrate in
a poetic way in accordance with analysis of TV commercials and instructions on cardiac
massage. Then, the 2nd 2015 general meeting followed lunch.
In the afternoon, we had two lectures: Professor Yukiko Hatasa from Hiroshima
University “Research on instructed second language acquisition through cognitive
approaches” and Senior Lecturer Danijela Trenkic from the University of York “How
nativelike can non-native speakers be? Grammar comprehension, production and
representation.” Focusing on cognitive approaches, Prof. Hatasa gave a review of major
findings of studies conducted with instructed L2 learners, followed by methodological issues
and future research. The third lecture by Dr. Trenkic focused on acquisition of English article
systems: she analyzed L2 performance and the distinction between definite and indefinite
articles within the Structural Competition Model. All of the three lectures were very inspiring
and gave us the opportunity to deepen our understanding and knowledge in this area of SLA.
Again we would like to thank Prof. Kataoka, Prof. Hatasa, and Dr. Trenkic here for their
intriguing lectures.
Report (2) Minutes of the 2nd 2015 general meeting
1. Second Language, Vol. 14 & Vol. 15
Koji Suda, the chair of the editorial committee, reported that two research articles were
accepted out of seven submissions to Second Language, Vol. 14 and that five articles out
of eight submitted by the 30th of September passed the first review and have moved
forward to the external review for Vol. 15.
2.

Change of dates for Early Summer Research Forum 2016
Miki Shibata, the J-SLA secretariat, announced that the forum was originally scheduled
on the 5th of June; however, due to various circumstances, it is rescheduled to the 19th of
June.

3.

Agreement on establishing committees
Shigenori Wakabayashi, the J-SLA president, proposed an agreement on establishing
committees to run J-SLA more efficiently. Through discussion, it was approved.
The president also proposed to form a working group to discuss ethical matters.
Yuichi Tomita will be appointed as a chair. Eventually an ethical committee will be
established in addition to editorial and publicity committees. This proposal was also
approved.

4.

Budget for PacSLRF 2016
Akihiro Kano, the J-SLA accountant, announced that it would cost 320,000 yen in order
to upgrade PacSLRF 2016 homepage. Total operating expenses related to the homepage
have been estimated at 130,000 yen in the 2015 budget, which was approved at the 1st
general meeting; however, the J-SLA committee strongly agreed that it is necessary and
urgent to upgrade the homepage to further promote J-SLA and PacSLRF 2016. Therefore,
the accountant proposed to implement the amount as claimed above, and it was approved.

5.

Other
Regarding PacSLRF 2016, the J-SLA president explained that the submission deadline
for PacSLRF 2016 was extended until the 30th of November and that J-SLA would
publicize the conference more extensively.

Reminder (1): PacSLRF 2016

Place: Chuo University
Date: September 9th (Fri)・10th (Sat)・11th (Sun), 2016
(Please go to http://www.j-sla.org/pacslrf/ for further details.)
Reminder (2): Early Summer Research Forum 2016
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 SLA related research. Bring your friends
and colleagues to this sure-to-be inspiring event.
Place: Kyoto Women’s University
Date: June 19, 2016 (Sun)
Invited speakers:
Dr. Shinichiro Ishikawa (Kobe University)
Dr. Miki Shibata (Hiroshima University)
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.

