J-SLA ニュース・レター

2017 年 12 月号

本格的な冬の到来を感じさせる今日この頃です。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、今年最後の 12 月号では、報告が 2 点とお知らせ
が 1 点ございます。
報告(1)：2017 年度秋の研修会
2017 年度『初夏の研修会』は、10 月 29 日（日）に 3 名の講師をお招きし、首都大学東京（南
大沢キャンパス）にて開催され、51 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 須田孝司氏（静岡県立大学）
「日本人英語学習者の文処理方略について」
講演 2 清水崇文氏（上智大学）
「中間言語語用論：L2 口頭運用能力の解明を目指して」
講演 3 庵功雄氏（一橋大学）
「言語間の類似と相違を捉えるための機能主義的観点―場所を表す『に』と『で』、
限定詞『この』と『その』を例に―」
報告(2)：2017 年度第 2 回総会
「秋の研修会」にて 2017 年度第 2 回総会が開催され、審議の結果、以下の事項が承認されま
した。
(1) 2016 年度決算報告
(2) 会則の改正：事務局が来年度より変更になることに伴い、小川睦美 新会計が管理しやす
いよう事務局だけでなく郵便局の通帳の住所も移します。
(3) 新運営委員の選出
１．副会長、事務局、会計、学会誌編集委員会委員長
副会長に鈴木孝明氏、事務局に若林茂則氏、会計に小川睦美氏、学会誌編集委員会委員
長に大滝宏一氏、梅田真理氏の両名が決定しました。
2．その他の運営委員
検討後に個々人に依頼をして選出した後、次回年次大会の総会にて承認を受ける予定で
す。
(4) 日本第二言語習得学会委員会設置規則
(5) 2018 年度の行事
１．年次大会

6 月 16（土）、17 日（日）学習院大学

２．秋の研修会

10 月 28 日（日）同志社大学

３．学会誌投稿

9 月 30 日締め切り後、編集スタート

お知らせ：2018 年度 J-SLA 年次大会
日時： 2018 年

6 月 16 日（土）・6 月 17 日（日）

場所： 学習院大学 (http://www.univ.gakushuin.ac.jp/access.html)
基調講演：：Dr. Leah Roberts (University of York)
年次大会での研究発表を募集しております。
発表形式：
「口頭発表」または「ポスター発表」および「学生ワークショップにおける口頭発
表」
研究領域：第二言語習得の理論的・実証的研究
発表言語：日本語または英語
締め切り：2018 年 2 月 28 日（水）
なお、研究発表募集の詳細については，J-SLA ホームページ：http://www.j-sla.org/より大会
サイト(http://www.j-sla.org/event/第 18 回年次大会-j-sla2018/)を経て、以下のファイルをご
覧ください。
http://www.j-sla.org/wordpress/wp-content/uploads/JSLA2018_CallForPapers_Japanese_
2nd.pdf
皆様のご応募をお待ちしております。
＊年次大会および研究発表に関してのお問い合わせは、以下のメールアドレスまでお願いし
ます。
J-SLA 事務局 柴田美紀 shibatam@hiroshima-u.ac.jp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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: December 2017
Time flies and 2018 is just around the corner. We wish you all the best for the new year! This
is the last newsletter of 2017. The December issue gives you a brief summary of the Autumn
Research Forum 2017, the minutes of the second 2017 general meeting, and announcement of
our annual conference J-SLA 2018.
Report (1) Summary of the Autumn Research Forum 2017
The forum was held at Tokyo Metropolitan University (Minami-Osawa Campus) on October
29th. A total of 51 participants enjoyed three lectures by Dr. Koji Suda from University of
Shizuoka, Dr. Shimizu Takafumi from Sophia University, and Dr. Isao Iori from Hitotsubashi
University.
Report (2) Minutes of the second 2017 general meeting
The following agendas passed.
(1) The statement of accounts for 2016
(2) Revision of articles (change of address): To handle administration matters sufficiently
including accounting, a new address will be registered at the Japan Postal Bank as well as
the secretariat address.
(3) Operating committee members appointed for the next term (2018-2020)
1. Vice president: Takaaki Suzuki
Secretary: Shigenori Wakabayashi
Accountant: Mutsumi Ogawa
Chief Editor: Koichi Otaki, Mari Umeda
2. Other committee members: Notified individually
(4) The articles for setting up J-SLA Committee Members
(5) Events in 2018
① The 2018 Annual Conference
Date：June 16th and 17th
Place：Gakushuin University
② Autumn Research Forum 2018
Date：October 28th
Place：Doshisha University
③ The submission for the journal Second Language Vol. 16 was the end of September,
and now it is at the editing stage.
Announcement: J-SLA 2018 (the 18th Annual Conference of the Japan Second Language
Association)
Dates: June 16th - 17th, 2018

Venue: Gakushuin University (http://www.univ.gakushuin.ac.jp/access.html)
Invited Speaker: Dr. Leah Roberts (University of York)
We invite proposals for the conference. Abstracts are invited for papers or poster presentations
on any theoretical or empirical area of research in second language acquisition (SLA). The
language of presentation may be either Japanese or English.
For details regarding paper submission, see the pdf file below.
http://www.j-sla.org/wordpress/wp-content/uploads/JSLA2018_CallForPapers_English_3rd.p
df
Deadline for receipt of abstracts: February 28, 2018
For more information, please contact Miki Shibata: shibatam@hiroshima-u.ac.jp
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------For inquiry and more information, please contact Miki Shibata (J-SLA Secretariat) at
shibatam@hiroshima-u.ac.jp.

