J-SLA ニュース・レター

2015 年 5 月号

若葉の候、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 J-SLA2015 大会時の交通と会場、および『秋の研修会』についてお知らせいたし
ます。
1.

広島駅から広島大学までの交通
広島大学は東広島市にありますが、新幹線で東広島駅まで行くのではなく広島駅からのほうが便利
です。広島駅より JR 山陽本線岡山あるいは白市行き(瀬野行きは目的の駅まで行かないので不可)
に乗車し、西条駅で下車してください。駅前より広島大学行きのバスが出ています。広島大学まで
来るとバス停が複数ありますが、学会会場に最寄りのバス停は「広大西口」です。


広島駅からは JR で 40 分ほど、西条駅からはバスで 15 分ほどかかります。また、JR はそれ
ほど本数が多くありませんので、ご注意ください。
広島大学ホームページ：http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html
広島大学までのアクセス：http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/access/higashihiroshima/

2.

大会会場
年次大会は総合科学部/総合科学研究科 K 棟で開催されます。大学 HP より交通アクセス・地図のサ
イトから東広島キャンパスマップ http://www.hiroshima-u.ac.jp/add_html/access/ja/saijyo1.html をクリ
ックしていただくと、アカデミック地区マップが左端に出てきます。そして、バス停「広大西口」
周辺の箇所をクリックすると拡大地図に緑字で「総合科学部/総合科学研究科」が現れます。その中
の K 棟にお越しください。


宿泊について当学会ではいずれのホテルとも特別料金などの設定や予約業務は行っておりませ
ん。ホテルの予約は各自でお願いいたします。



東広島駅近くにもホテルがありますが、大学とのアクセスがあまり良くないので、西条エリアで
の宿泊をお薦めします。

3.

『2015 年度秋の研修会』
日時：10 月 25 日(日) 10:30-17:00
場所： 名城大学名駅サテライト(MSAT) (名古屋市中村区名駅 3-26-8 KDX 名古屋駅前ビル 13 階)
10:00-

受付

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」
（仮）
12:00-13:00 昼食
13:00-13:40 総会
13:45-15:15 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」
（仮）
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 *事前申し込み不要
柴田美紀
J-SLA 事務局
問い合わせ先：shibatam@hiroshima-u.ac.jp
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We hope you all are doing well. Finally, it is warm enough to go out and enjoy the spring
weather! The J-SLA annual conference is just one month away now. We sincerely hope it will be a
great opportunity for all of us to learn more about SLA and meet with colleagues, old and new from
near and far. Please find below information about transportation and accommodations for the
conference.
1. Transportation between Central Hiroshima and Hiroshima University
Hiroshima University is located in Higashi-Hiroshima City, not in Hiroshima City.
Although the university appears to be closer to the Higashi-Hiroshima Shinkansen station on a
map, it is more convenient to take JR from Hiroshima station, instead of arriving by Shinkansen
at Higashi-Hiroshima station. From Hiroshima station, take JR bound for Okayama (岡山) or
Shiraichi (白市) (but not for Seno, which does not go all the way to Saijo station) and get off at
Saijo (西条). Then, take a bus from the station to Hirodai Nishiguchi (広大西口), the bus stop
nearest the conference site.
It takes about 40 minutes from Hiroshima station to Saijo station and about 15 minutes
from Saijo to Hirodai Nishiguchi. Please be aware that you may need to wait for 15 minutes
between JR trains if you miss one. There are not many JR trains in Hiroshima compared with
big cosmopolitan cities such as Tokyo and Osaka!
Hiroshima University: http://www.hiroshima-u.ac.jp/index.html
Access map site: http://www.hiroshima-u.ac.jp/en/top/access/index.html
2. Conference site
Consulting the University’s Higashi-Hiroshima campus map, available at
http://www.hiroshima-u.ac.jp/add_html/access/ja/saijyo1.html (sorry, but no English map is
available), you will see an interactive map (entitled アカデミック地区マップ) that you can
click on to zoom in for more detail. Click the left-middle region, highlighted in orange below,
to see the Integrated Arts & Science buildings (総合科学部総合科学研究科) and the Hirodai
Nishiguchi bus stop (labeled 広大西口 in blue) (see the PDF attached). The conference will be
held at Building K.
●アカデミック地区マップ●
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Notes:



No special rates have been arranged with any of the hotels listed above.
You may also find hotels located near the Higashi-Hiroshima Shinkansen station; however,
transportation between that station and the university is relatively inconvenient. We
strongly recommend that you book a hotel in the Saijo area.

3. 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 Professor Danijela Trenkic (University of York）
Fee：1,000 yen for both members and non-members
*No pre-registration is required.
Miki Shibata
J-SLA secretariat
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