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キャンパスや通りの街路樹も鮮やかな赤や黄色に色づいた葉を落とし始め、本格的な冬に
向かっている今日この頃です。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、今月のニュース・レターでは、報告が 3 点とお知らせが 1 点ござい
ます。
報告(1)：『PacSLRF2016』無事終了
環太平洋第二言語研究フォーラム（Pacific Second Language Research Forum: PacSLRF）
2016 が、日本第二言語習得学会（Japan Second Language Association: J-SLA）の第 16 回
年次大会との共催（中央大学後援）により、2016 年 9 月 9 から 11 日まで中央大学多摩キャ
ンパス（東京）で開催されました。日本国内のみならず海外からの研究発表もあり、合計で
331 名の方が参加されました。
SLA 分野で著名な以下の 4 名の方に基調講演をしていただきました。
Prof. Alan Juffs (University of Pittsburgh, USA)
Prof. Makiko Hirakawa (Chuo University, Japan)
Prof. Ianthi Maria Tsimpli (University of Cambridge, UK)
Prof. Michael Harrington (Queensland University, Australia)
学生ワークショップ、シンポジウム、口頭発表、ポスター発表が行われ、様々な視点からの
研究に触れることで、SLA の知見を深めることができる、有意義な 3 日間でした。9 日には
中央大学学長主催のレセプション、10 日には学会ディナーが催され、参加者同士が親睦を深
める機会となりました。
報告(2)：2016 年度第 2 回総会
PacSLRF 2016 にて第 2 回総会が開催され、以下の 2 点が審議、承認されました。
議題 1:2015 年度決算および監査報告
(1) 決算の報告
狩野暁洋会計より資料をもとに説明がありました。また、2016 年度第１回総会で監査委
員から指摘された件に関し、会計が改めて精査し、訂正した*旨、報告がありました。
*2015 年度決算、収入の部、不明金 67,709 円を 7,709 円に訂正。
(2) 2015 年度の決算監査報告
隈上麻衣監査委員より、決算を適正に表示しているとの報告がありました。
議題 2：2017 年度行事予定について
(1) 2017 年度年次大会
日程：6 月 3 日・4 日
場所：静岡文化芸術大学静岡文化芸術大学
招待講演者：Holger Hopp 氏
(2) 2017 年度「秋の研修会」

日程： 2017 年 10 月 29 日(日)
場所：首都大学東京
講演者：未定 (決定次第、J-SLA ホームページに掲載します)
報告(3)：Second Language 進捗状況
Vol.15 は 10 月初旬に印刷を終え、郵送の手配も終えました。次号の締め切りは 12 月末です。
皆様の投稿をお待ちしております。
お知らせ：PacSLRF 2016 論文集投稿募集
PacSLRF2016 の開 催を記 念し て、『環 太平洋 第二 言語研 究フォ ーラム 2016 論 文集』
（Proceedings of Pacific Second Language Research Forum 2016）を発行する予定です。
口頭発表（コロキアムでの発表を含む）で採択された研究の論文を採用します。SLA 研究の
最先端で、領域の未来を拓く研究満載の論文集にしたいと考えておりますので、奮ってのご
投稿をお待ちしております。なお、スタイルシート、投稿締切りなど出版についての詳細は、
以下をご参照ください。
英語のホームページ：http://www.j-sla.org/pacslrf/proceedings/
日本語のホームページ：http://www.j-sla.org/pacslrf/jp/proceedings/
文責：J-SLA 事務局

柴田美紀 (shibatam@hiroshima-u.ac.jp)

November June, 2016
The best time to see autumn-colored leaves is passing us by quickly and many of them are
already on the ground, which reminds us that winter season is approaching! I hope this letter
finds you all well. The November newsletter gives you brief summaries of the PacSLRF 2016,
the general meeting, and the progress of Second Language, as well as call for papers for the
conference proceedings.
Report (1) Summary of PacSLRF2016
PacSLRF 2016 (the 2016 Pacific Second Language Research Forum) hosted by J-SLA ended
in success. It was held from the 9th to the 11th of September, at Chuo University, Tokyo. We
had 331 participants not only from Japan but also overseas.
Four well-known SLA scholars gave keynote speeches:
Prof. Alan Juffs (University of Pittsburgh, USA)
Prof. Makiko Hirakawa (Chuo University, Japan)
Prof. Ianthi Maria Tsimpli (University of Cambridge, UK)
Prof. Michael Harrington (Queensland University, Australia)
A series of student workshops, symposia, oral presentations, and poster presentations gave us
further opportunities to learn new perspectives and deepen our knowledge of SLA during the
conference. The reception was hosted by the university president. Both the reception and the
conference dinner were fantastic chances to meet new people and get to know each other in a
relaxed and informal atmosphere.
Report (2): Minutes of the 2nd 2016 General Meeting
Issues agreed upon at the meeting
a. The statement of accounts for 2015 was finalized.
The one reported at the 1st general meeting, yet some inappropriate numbers were
pointed out. Then, the revised statement, with corrections, was reported.
b. The audit report: the statement of accounts for 2015 was carefully inspected and
approved.
c. Events in 2017 (More information will appear on the J-SLA homepage.)


2017 J-SLA annual conference
Date: June 3rd & 4th
Place: Shizuoka University of Art and Culture
Invited speaker: Professor Holger Hopp



Autumn Research Forum 2017
Date: Sunday, 29th October
Place: Tokyo Metropolitan University
Invited speakers: Under consideration

Report (3): Progress of Second Language
Koji Suda, the chair of the editorial committee, reported that the latest issue Vol. 15 had been
sent to the members. The deadline for Vol. 16 is at the end of December. Submissions are
welcome!
Announcement: Call for papers for PacSLRF 2016 proceedings
We are pleased to announce that a Conference Proceedings will be published following
PacSLRF 2016. All submissions have been subjected to blind peer review, and those papers
selected for oral presentations and colloquia are eligible for inclusion in the Proceedings. We
would like to encourage as many authors as possible to complete written reports of their
research. Please visit the http://www.j-sla.org/pacslrf/proceedings/ for details and contact
pacslrf@j-sla.org for inquiries regarding the proceedings.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------For inquiry and more information, please contact Miki Shibata (J-SLA Secretariat) at
shibatam@hiroshima-u.ac.jp.

