J-SLA ニュース・レター

2017 年 7 月号

梅雨も明け、本格的な夏の到来です。日本第二言語習得学会（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。今月号は 学会誌への投稿と「秋の研修会」開
催についてのリマインダー、および研究助成応募(公共財団法人博報児童教育振興会)のお知らせで
す。
1. J-SLA の学会誌 Second Language Vol.17 への投稿募集
J-SLA の学会誌 Second Language Vol.17 への投稿を募集しております。投稿された論文は、編集
者並びに専門家による査読が行われます。次号の締め切りは 9 月 30 日です。2017 年度 J-SLA 年
次大会で発表された方はもちろん、皆様、是非、奮ってご投稿ください。
なお、投稿の書式など、詳細は J-SLA のホームページをご覧ください。
2. 2017 年度秋の研修会
今年も「秋の研修会」を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしています。
日時：2017 年 10 月 29 日（日）10：30-17：00
会場：首都大学東京 南大沢キャンパス 国際交流会館大会議室
* アクセスは、https://www.tmu.ac.jp/university/campus_guide/access.html にてご確認く
ださい。
参加費：1,000 円（会員、非会員、一般・学生とも）
10:10–

受付

10:30–12:00

講演

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」
12:00–13:00

昼食・休憩

13:00-13:40

J-SLA 総会

13:45–15:15

講演

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」
（仮題）
15:30-17:00

講演

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―」
＊事前申し込みは不要です。直接会場にお越しください。
3. 児童教育実践についての研究助成
公共財団法人博報児童教育振興会より、第１３回「児童教育実践についての研究助成」の応募に
ついて J-SLA へ案内が届いております。興味がある方は
http://www.hakuhofoundation.or.jp/subsidy/tabid/136/Default.aspx をご覧ください。
なお、この研究助成については、直接振興会へお問い合わせいただきますようお願いいたしま
す。
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------暑い毎日が続いておりますが、皆様におかれましては健康に留意されお過ごしください。
ニュース・レターおよび学会活動などについて、ご意見、お問い合わせは、メールにて下のアド
レスまでお願いします。
柴田美紀 (shibatam@hiroshima-u.ac.jp)
日本第二言語習得学会(J-SLA)事務局
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Newsletter July, 2017
The rainy season is finally over in Japan, and summer has come. It is time to enjoy
outdoor activities! The newsletter reminds you of the journal Second Language, and the
Autumn Research Forum 2017. Also, we would like to share information about research
funding by the Hakuho Foundation.
1.

Submission to Second Language Vol. 17
We invite manuscripts on empirical and theoretical research for Vol. 17. The journal
Second Language is a peer-reviewed scholarly publication. Please submit your manuscript
as an attachment via e-mail by the end of September, 2017. In particular, presenters at the
annual conference are encouraged to submit their manuscript. All submissions must
conform to our guidelines for contributors (available online).

2.

Autumn Research Forum 2017
Place: Tokyo Metropolitan University (Minami-Osawa Campus)
* Please access https://www.tmu.ac.jp/english/university/access.html regarding how
to get there.
Date: October 29 (Sun)
10:00 ～
10:30-12:00
12:00-13:00
13:00-13:40

Registration
Dr. Koji Suda (University of Shizuoka)
Lunch
General meeting

13:45-15:15 Dr. Takafumi Shimizu（Sophia University）
15:30-17:00 Dr. Isao Iori（Hitotsubashi University）
Fee：1,000 yen for both members and non-members
*No pre-registration is required.
*Please note that all lectures are presented in Japanese.
3.

The 13th Hakuho Foundation Japanese Research Fellowship
You can find more details at
http://www.hakuhofoundation.or.jp/english/program/tabid/196/Default.aspx
If you are interested in the research fellowship, please contact the Hakuho Foundation
directly.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------For inquires, contact Miki Shibata, J-SLA Secretariat, at shibatam@hiroshima-u.ac.jp.
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