J-SLA ニュース・レター

2014 年 9 月号

初秋の候、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・レターでは、報告が 1

点とお知らせが 2 点ございます。
報告：夏期セミナー終了
今年度の夏期セミナーは、9 月 1 日（月）から 3 日（水）まで中央大学野尻湖セミナーハウ
スにおいて開催されました。最終的な参加者は 19 名でしたが、10 本の口頭発表と 8 本のポ
スター発表のほか、野尻湖散策や花火も行われ、充実した 2 泊 3 日を過ごすことができたと
思います。なお、プログラムはホームページに掲載されています。来年度もより多くの方の
ご参加をお待ちしております。
お知らせ：秋の研修会
場所：関西学院大学

梅田キャンパス

1004 教室（10F)

日時：2014 年 10 月 19 日(日)
10:10 ～

受付

10:30-12:00 講演 1 松尾歩氏（神戸女学院大学）
「追試法を使った動詞習得の研究について」
12:00-13:00 昼食
13:00-13:40 総会
13:45-15:15 講演 2 楠本紀代美氏（関西学院大学）
「Type Theory and Quantification」
15:30-17:00 講演 3 岸本秀樹氏（神戸大学）
「統語構造の日英比較」
参加費：1,000 円
*事前申し込み不要
お知らせ (2)：2015 年度 J-SLA 年次大会発表募集
来年度の大会を以下の通り開催予定です。
場所：広島大学

(http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html)

日時：2015 年 6 月 6 日(土)・7 日(日)
招待講演者: Dr. Holger Hopp (English Linguistics University of Mannheim, Germany)
つきましては、口頭発表、ポスター発表、およびワークショップでの発表を募集いたし
ま す 。 ふ る っ て ご 応 募 く だ さ い 。 募 集 要 領 の 詳 細 に つ き ま し て は 学 会 HP
(http://www.j-sla.org/j-sla2015-call-for-papers/)をご覧ください。

Newsletter: September, 2014
We usually have hot weather here in Japan during later summer. Yet, it has been cool and
rainy this year. I hope you all had a great summer break. The September newsletter gives you
a brief summary of the Summer Seminar, and information about the Autumn Research Forum
2014 and abstract submission for J-SLA 2015.
Summary of Summer Seminar 2014:
The summer seminar was held in Chuo University Nojiri-ko Seminar House from the 1st to 3rd
of September. A total of 19 participants enjoyed a two-night, three-day stay pursuing
academic interests (10 oral presentations and 8 poster presentations) as well as fun activities
(a stroll in the area of Lake Nojiri and fireworks). The program of the seminar is now
available online. We look forward to seeing many participants for our annual summer seminar
in 2015!
(1) Call for papers for J-SLA 2015
The annual conference J-SLA 2015 has been scheduled as follows:
Dates: June 6 & 7, 2015
Place: Hiroshima University (http://www.hiroshima-u.ac.jp/index-j.html)
Plenary speaker: Dr. Holger Hopp
(English Linguistics University of Mannheim, Germany)
Now we invite abstracts for oral presentations and poster presentations and encourage
students to submit abstracts for the Student Workshop. The submission guidelines are
available on the J-SLA website (http://www.j-sla.org/j-sla2015-call-for-papers/).
For inquiry and more information, please contact Miki Shibata (J-SLA Secretariat) at
shibatam@hiroshima-u.ac.jp.
(2) Autumn Research Forum
Place: Kwansei Gakuin University • Umeda campus, Room 1004 (10th floor)
[NB: This is a different campus from where the J-SLA 2014 annual conference was
held]
Date: October 19 (Sun)
10:10 ～
Registration
10:30-12:00 Professor Ayumi Matsuo (Kobe College)
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:40 General meeting

13:45-15:15 Professor Kiyomi Kusumoto (Kwansei Gakuin University)
15:30-17:00 Professor Hideki Kishimoto（Kobe University）
Fee：1,000 yen for both members and non-members
*No pre-registration is required.

