J-SLA ニュース・レター

2015 年 6 月号

初夏の候、J-SLA 会員の皆様におかれましては、ますますご健勝のほどお喜び申し上げま
す。今回のニュース・レターは、報告、発表、お知らせがございます。
報告 (1)：学会誌 Second Language
14 号(2015 年度)は現在、準備中で、12 月末の発行を予定しております。また、15 号(2016 年
度)の投稿締め切りは 9 月末日です。ふるってご投稿ください。
報告 (2)：2015 年度 J-SLA 年次大会終了
6 月 6 日(土)・7 日(日)の 2 日間、広島大学(東広島キャンパス)で 2015 年度大会が開催されま
した。今年は、ジョージタウン大学の Donna Lardiere 氏に『Missing the trees for the forest? A
discussion of ultimate attainment in adult SLA』というタイトルで講演をしていただきました。今
年の参加者は 91 名でした。懇親会も盛況で参加された会員のみなさんは、招待講演者と歓談
したり、会員同士で情報交換をしたりと、有意義なひとときでした。
報告(3)：総会決定事項
1.

学生会員の定義変更について
現在、学生会員には非常勤の会員も含めておりましたが、総会で承認されましたので、大学学

部、大学院に属する学生とします(以下の比較表参照)。学生会員として登録するためには、
「学生」
であることを証明できる学生証(あるいは在学証明書)のコピーの提出が必要となります。なお、こ
の定義は 2016 年度(2016 年４月１日)から適用します。
旧

新

第 4 条 会員は次の種類よりなる.

1.

第 4 条 会員は次の種類よりなる.

正会員 (第二言語習得の研究に主体的に

1.

取り組む者で, 学生会員を除く)

2.

に取り組む者で, 学生会員を除く)

学生会員 (大学学部, 大学院に属する学
生およびこれに準ずる者で, 会費の割引

2.

学生会員 (大学学部, 大学院に属する
学生)

3． 賛助会員

を希望し認められたもの)

3． 賛助会員

正会員 (第二言語習得の研究に主体的

(本会の趣旨に賛同し, 相当の

(本会の趣旨に賛同し, 相当

の援助行為を行なう個人または法人)

援助行為を行なう個人または法人)

2.

2014 年度決算および 2015 年度予算：監査報告により、2014 年度決算が無事承認されま
した。また、2015 年度予算も承認されました。

3.

運営委員の辞退と追加承認について：若林茂則会長より、以下の運営委員の辞退と追加承認
について説明があり、承認されました。
辞退：立田夏子氏
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追加承認：山田一美氏 (2016 年度より)

4.

PacSLRF 2016 の開催について

PacSLRF (J-SLA 年次大会を兼ねる)
日時：2016 年 9 月 9 日(金)・10 日(土)・11 日(日)
会場：中央大学
＊詳細はホームページhttp://www.j-sla.org/pacslrf/をご参照ください。


サマーセミナー2016 は PacSLRF 開催の都合で実施しません。



「秋の研修会」は「春の研修会」とし 2016 年 6 月 5 日(日)に京都女子大学にて開催予定です。



会員の皆様には、ポスターを送付させていただく予定です。

5.

2015 年度 今後の行事予定
① サマーセミナー (詳細はお知らせ(1)参照)
② 秋の研修会

(詳細はお知らせ(2)参照)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------発表： J-SLA 優秀口頭発表賞
2014 年度大会より口頭発表の中から優秀口頭発表賞を選出しております。会長が指名した審
査委員 3 名による審査の結果、2015 年度 J-SLA 優秀口頭発表賞は以下の発表に決定しました。
平野 洋平(広島大学)
「日本語話者英語学習者による英語結果構文の容認度に影響を及ぼす要因」
なお、2015 年度『秋の研修会』にて授賞式を挙行する予定です。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------お知らせ(1)：2015 年度夏季セミナー
日程：2015年8月17日(月)・18日(火)・19日(水)（2泊3日）
場所：八王子セミナーハウス
定員：40名
申込締め切り：2015年7月26日（日）
（ただし、定員になり次第締め切らせていただき
ます。）
＊お申込みはhttp://www.j-sla.org/event/15seminar/からお願いいたします。



研究発表を募集します。研究途中のものでもかまいません。修士論文、卒業論文などサ
マーセミナーで発表して、いろいろな視点から SLA を研究している人たちから様々な有
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益なコメントが得られます！院生のみなさん、学部生のみなさんの積極的な参加をお待
ちしています！


料金設定、内容に関しては、http://www.j-sla.org/event/15seminar/をご覧ください。

お知らせ(2)：秋の研修会
日時：10 月 25 日(日) 10:30-17:00
場所：名城大学 名駅サテライトキャンパス
招待講演者

講演 1

10:30-12:00 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

13:45-15:10 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：1,000 円
申込不要

ニュース・レターおよび学会活動などについて問い合わせ先：
柴田美紀 (shibatam@hiroshima-u.ac.jp)
日本第二言語習得学会(J-SLA)事務局
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Newsletter June, 2015
June marks the point when we are half way through the year! Also, June is the start of the
rainy season in Japan. We hope you survive the endless rainy days until summer comes! The
newsletter gives you a brief summary of the 2015 annual conference, issues agreed upon at
the 2015 general meeting, the winner of the J-SLA Award for Outstanding Oral Presentation,
and information about the journal Second Language, Summer Seminar 2015, the Autumn
Research Forum 2015, and PacSLRF 2016.
(1) The 15th Annual Conference of the Japan Second Language Association
The annual conference was held at Hiroshima University on June 6th & 7th. A total of 91
participated in the conference this year. As for the plenary talk, we had Dr. Donna
Lardiere. She gave a talk entitled “Missing the trees for the forest? A discussion of
ultimate attainment in adult SLA,” which was very inspiring! We hope you all enjoyed
the talk, oral presentations, and poster presentations.
(2) J-SLA Award for Outstanding Oral Presentation
The three referees appointed by the President have designated the following presentation
as recipient of the J-SLA 2015 Award for Outstanding Oral Presentation:
Yohei Hirano (Hiroshima University)
“Influential factors on acceptability of English resultative constructions for Japanese
learners of English”

The award ceremony will be held at the Autumn Research Forum 2015 this October.
(3) Issues agreed upon at the 2015 General Meeting
1.

Qualification for student members

Current Article 4: Not only undergraduate and graduate students but also part time
employees are qualified as a student member.
Our proposal: Student membership limits to undergraduate and graduate students who can
provide us a copy of an official document which can prove their official status as a
student, such as a student ID and a certificate of school attendance issued from the
administration office.
The bill was approved, so from April, 2016 all applicants are required to submit a copy of
an official document to be eligible for student membership.
2.
3.

The statement of accounts for 2014 and the budget for 2015 both passed.
Committee members
Declining: Natsuko Tatsuta
New committee member: Kazumi Yamada (from 2016)
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(4) Second Language Vol. 14 & Vol. 15
Second Language, Vol. 14 is forthcoming and will be issued at the end of December. We
invite manuscripts on empirical and theoretical research for Vol. 15. Please submit your
manuscript as an attachment via e-mail by the end of September, 2015. All submissions
must conform to our guidelines for contributors (available online).
(5) Summer Seminar 2015
Date: August 17th (Mon) – 19th (Wed)
Place: Hachioji Seminar House
Deadline: July 26th (Sun)
*We can accommodate a fixed number of participants: we will not accept more than
40 registrants this year. Please note that once the number of participants reaches 40,
registration will close immediately, even before the deadline.


We now accept oral presentations on research including work-in-progress. We strongly
encourage both undergraduate and graduate students who have been working on their
theses to present their work. This would be a great opportunity to receive useful
comments from other participants.




Please visit the website http://www.j-sla.org/event/15seminar/ for details including fees.
Registration for the Summer Seminar is now available online:
http://www.j-sla.org/event/15seminar/..
All those who wish to register for the Summer Seminar must apply online.



(6) Autumn Research Forum 2015
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
13:00-13:40 General meeting
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.
For inquires, contact Miki Shibata, J-SLA Secretariat, at shibatam@hiroshima-u.ac.jp.

(7) PacSLRF 2016
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Place: Chuo University
Date: September 9th (Fri)・10th (Sat)・11th (Sun), 2016
(Please see http://www.j-sla.org/pacslrf/ for details.)


Both Summer Seminar 2016 and Autumn Research Forum 2016 are not taking place;
Spring Research Forum 2016 will be held at Kyoto Women’s University on June 5th.



You will receive a PacSLRF 2016 poster soon.
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