J-SLA ニュース・レター

2014 年 12 月号

今年もあっという間に 12 月です。日に日に寒さが増す今日この頃、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・レターは学会誌郵送
のお知らせです。また、10 月号でお知らせした年次大会と PacSLRF2016 について再度お知らせ
します。

お知らせ (1)：学会誌 Second Language Vol. 13 発行
学会誌 Second Language Vol. 13 が出来上がりました。12 月 5 日に発送いたしましたので、こ
のニュース・レターを受け取られるころには、会員のみなさまのお手元に届いているかと思いま
す。なお、住所変更などのご連絡をいただいていない会員の方には学会誌が届かない場合がござ
います。その場合は大変お手数ですが、HP より住所変更のご連絡をお願いいたします。また、
何らかの理由で学会誌がお手元に届かない場合もご連絡ください。。

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 (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。

お知らせ (3)： PacSLRF2016 を中央大学で開催
PacSLRF とは Pacific Second Language Research Forum の略で、第二言語習得研究の最たる国
際学会のひとつです。その学会を J-SLA が主催し、9 月 9 日から 11 日の日程で中央大学にて
開催する予定です。現在、PacSLRF2016 のホームページを作成中ですので、詳細等につきま
してはしばらくお待ちください。
柴田美紀
J-SLA 事務局
問い合わせ先：shibatam@hiroshima-u.ac.jp

1

J-SLA Newsletter December, 2014
Time flies. It is already December! We hope that everything goes well for all. The
newsletter provides information about the journal Second Language as well as the J-SLA
2015 annual conference and PacSLRF 2016, which have been mentioned in previous
newsletters.
1.

Issuing the journal Second Language Vol. 13
Second Language, Vol. 13 went by post in December 5, so it should reach you soon. We
are afraid that you may not receive it without informing us a change of address. If that is
the case, please let us know your latest mailing address online. Also, please let us know if
you do not receive it for some reason. It may take time for the overseas members to
receive it.

2.

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 (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/).

3.

PacSLRF 2016 at Chuo University
PacSLRF, which stands for Pacific Second Language Research Forum, is among the most
well-known international SLA conferences. J-SLA is proud to sponsor PacSLRF and
Chuo University will host it in 2016! A tentative schedule is from September 9 to 11. The
details appear on the conference homepage, which we are currently updating.

For inquiries and more information about the J-SLA 2015 annual conference and PacSLRF
2016, please feel free to contact Miki Shibata (J-SLA Secretariat) at
shibatam@hiroshima-u.ac.jp.
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