J-SLA ニューズレター

2018 年 5 月号

（The English version is placed after the Japanese version）
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慶び申し上げます。
年次大会のプログラムが決まりました。参加をお待ちしております。ぜひ、周りの皆様も
お誘いください。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜今号の内容＞
1．2018 年度年次大会プログラム等について
2．2018 年度年次大会の懇親会について
3．年会費（年次大会参加費を含む）の領収書の発行について
4．ウェブページへの情報掲載について
5．2018 年度総会の実施について

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1．2018 年度年次大会プログラム等について

今年も質の高い発表が集まりました。詳しい情報は WEB をご覧ください。
日本第二言語習得学会・第 18 回年次大会（J-SLA 2018）
大会ウェブサイト：https://bit.ly/2vLkVjw
日程：2018 年 6 月 16 日（土）・17 日（日）
場所：学習院大学 http://www.univ.gakushuin.ac.jp/
招待講演 Professor Leah Roberts (University of York)
タイトル Sentence processing in the second language: What can it tell us about
L2 grammatical knowledge?
J-SLA2018 大会プログラム https://bit.ly/2Jj8MEm
交通アクセス https://bit.ly/2r077fc
キャンパスマップ https://bit.ly/2KbeGZq
お問い合わせ：J-SLA 事務局 若林 茂則
E-mail: swkbys37[at]tamacc.chuo-u.ac.jp （[at]を@に変更してください。）
今年度から年会費（年次大会参加費を含む）の web 上でのクレジットカード支払いが可能
になりました。年次大会に参加いただける皆さまには、できる限り事前に＜http://www.jsla.org/edit/＞にて会員情報をご記入いただき、年会費（年次大会参加費を含む）のお支払
を済ませていいただきますよう、お願い申し上げます。（会員の方にも、新入会の方々と同
様に情報を記入していただいています。）
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なお、学会当日会場でのお支払いに際にも、同様にコンピューターを操作しての情報入力をお
願いすることになり、同時に学会費のクレジットカードでのお支払をお願いすることになりま
す。ご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたしします。

2．2018 年度年次大会の懇親会について
2018 年度年次大会の懇親会は以下の通りです。ぜひご参加ください。
日時：

6 月 16 日（土）18:00-20:00

会場： 学習院大学キャンパス

輔仁（ほじん）会館・2 階

学生食堂『さくらラウンジ』
会費： 一般 5,000 円、学生 3,000 円（食事と飲み物を含む）
〇懇親会への参加は、学会当日、会場受付にて行います。現金（日本円）でのお支払いをお
願いします。
3．年会費（年次大会参加費を含む）の領収書の発行について
クレジット会社発行の明細あるいは郵便振替の控えに加えて、学会からの領収書が必要とな
る場合は、その旨、registration[at]j-sla.org までメールにてご連絡ください。会計から、折
り返しメールにてご連絡差し上げます。
4．ウェブページへの情報掲載について
他学会情報や求人情報を、学会ウェブページに掲載しております。
他学会や求人に関することなど、第二言語習得研究者にとって有益と思われる情報につい
て、積極的に掲載したいと思いますので、事務局まで情報をお寄せください。ただし、本学
会の趣旨並びに広報委員会の基準に照らし合わせて掲載不可となる場合もありますので、ご
了承ください。
4 月に掲載した情報（2018 年 4 月 26 日現在）
・【J-SLA】学会誌 Second Language Vol.18 論文募集
・【教員公募】法政大学文学部英文学科 専任教員公募
・【他学会】The 3rd Buckeye East Asian Linguistics Forum (Ohio State University)
・【その他】松岡和美氏（慶応義塾大学）監修 NHK『みんなの手話』
5．2018 年度総会の開催について
2018 年度の総会は、例年通り、第 1 回を年次大会の 2 日目（2018 年 6 月 17 日）に、第 2
回を秋の研修会当日（2018 年 10 月 28 日）に開きます。会員の皆様にはご出席のほど、よ
ろしくお願い申し上げます。

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------最後までお読みいただきありがとうございました。
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ゴールデンウィークが済むと、年次大会。みなさま、会場でお目にかかりましょう。
ニューズレター及び J-SLA に関する問合せ：若林茂則＜swkbys37[at]tamacc.chuo-u.ac.jp＞

J-SLA Newsletter (May 2018)
I hope this newsletter finds you very well.
We have set the timetable of our annual conference. Let’s enjoy it!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------＜Contents＞
1．Program for the annual conference of the Japan Second Language Association
(J-SLA2018)
2．Banquet on the evening of the first day of J-SLA
3．How to get a receipt for the annual membership fee (the fee for J-SLA2018 is
included)
4．Information on the J-SLA website
5．General business meetings in 2018

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1．Program for J-SLA2018

We have a number of high quality presentations this year (as usual)! Details are
available on the web.
J-SLA 2018
Conference website: https://bit.ly/2qVRoil
Dates: June 16 (Sat) and 17 (Sun), 2018
Venue: Gakushuin University (http://www.univ.gakushuin.ac.jp/en/)
Plenary speaker: Professor Leah Roberts (University of York)
“Sentence processing in the second language: What can it tell us about
L2 grammatical knowledge?”
Conference program: https://bit.ly/2KcHqBd
Access: https://bit.ly/2r07pTk
Campus map: https://bit.ly/2qRlL9B
Inquiries: J-SLA Secretariat Shigenori Wakabayashi
E-mail: swkbys37[at]tamacc.chuo-u.ac.jp (Replace [at] by @)
Participants are asked to pay their annual membership fee for 2018 (includes conference
fee for J-SLA2018) through the J-SLA website with a credit card or a postal money
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transfer. Those who are already members are asked to fill in the same personal
information as those who are new to J-SLA. If you register and pay at the conference
site, you will be asked to use the same website to register your information and to pay
with your credit card. Cooperation through early registration is highly appreciated.
2．Banquet at J-SLA2018
All participants are invited to join an informal banquet, as follows:
Time: 18:00-20:00 Sat 16 June
Venue: 会場：Sakura Lounge (student cafeteria)
2nd Floor, Hojin Building at Gakushuin University
Price: JPY 5,000 (general), 3,000 (students) (food and drinks inclusive)
〇Banquet tickets are sold at the reception table at the conference site. Only Japanese
Yen (cash) is accepted.
3. Receipt for the annual membership fee (conference fee included)
If you require a receipt from J-SLA, please send a request by email to registration[at]jsla.org. You will receive your receipt from the treasurer accordingly.
4．Information on our website
Information about academic societies involving second language studies and job calls are
posted at the NEWS section of our website. We would like to post news relevant to our
research there, so if you have any such news, please send it to the office of J-SLA
<swkbys37[at]tamacc.chuo-u.ac.jp>. A review is necessary, based on our foundation
principles and public relations committee; as a result, some information may not be
placed on the website.
Information from our ‘NEWS’
・【J-SLA】Call for papers: Second Language, vol.18
・【Job position】Hosei University
・【Academic societies】The 3rd Buckeye East Asian Linguistics Forum (Ohio State
University)
・【Others】Kazumi Matsuoka (Keio University, J-SLA member) NHK Minna no
Shuwa [Sign Language for All]
5．General Business Meetings in FY2018
We plan to hold the first meeting on the second day of the annual conference (Sun, 17th
June, 2018), and then on the day of the Autumn Seminar (Sun, 28th October, 2018).
Members of J-SLA are all welcome to attend.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thank you very much for reading this long newsletter.
We are looking forward to meeting you at J-SLA2018!
Inquiry：＜swkbys37[at]tamacc.chuo-u.ac.jp＞
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