J-SLA ニュース・レター

2017 年新春号(1 月号)

新春の候、寒気ことのほか厳しい毎日を迎えておりますが、J-SLA 会員の皆様におかれまして
は、いかがお過ごしでしょうか。今回のニュース・レターは第 17 回次大会(J-SLA 2017)について
のお知らせです。
日時： 2017 年

6 月 3 日（土）
・6 月 4 日（日）

場所： 静岡文化芸術大学

(http://www.suac.ac.jp)

基調講演：Dr. Holger Hopp
(Professor of English Linguistics, University of Braunschweig, Germany)
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：2017 年 2 月 28 日（火）
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 17 回年次大会-j-sla2017/)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/4162d7a531db7fe2dc1b661f4dd6a0b1.pdf
J-SLA 2017 発表募集要項（口頭発表・ポスター発表・学生ワークショップにおける口頭発表）
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
事務局からのお願い：昨年 12 月に会員の皆様に学会誌 Vol.15 を郵送いたしましたが、HP より
住所変更の手続きをされていない場合、届かないことがございます。その場合は大変お手数です
が、HP より新しい郵送先をお知らせください。また、電子メールのアドレスが変更になった場
合も HP にて速やかに手続きをしていただきますようお願いいたします。
柴田美紀
J-SLA 事務局
問い合わせ先：shibatam@hiroshima-u.ac.jp
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J-SLA Newsletter January, 2017
We hope that everyone is doing well. The newsletter of this month provides information
about J-SLA 2017 (the 17th Annual Conference of the Japan Second Language Association).
Dates: June 3 & 4, 2017
Place: Shizuoka University of Art and Culture (http://www.suac.ac.jp/english/)
Plenary speaker: Dr. Holger Hopp (Professor of English Linguistics, University of
Braunschweig, Germany)
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.
J-SLA 2017 details regarding paper submission
* You can access the file through the conference site (17th Annual Conference (J-SLA2017)) via
J-SLA homepage.

Deadline for receipt of abstracts: 28th February 2017
For more information, please contact Miki Shibata: shibatam@hiroshima-u.ac.jp

IMPORTANT NOTE: a change of mailing and e-mail address
We sent the J-SLA members the journal Second Language Vol. 15 last month. However, if you
have not given us your new mailing address through our HP, it might not have reached you. In
fact, some copies have come back to the office. Please let us know your new address in order
to receive the journal. Also, we would appreciate it if you let us know your new e-mail
address promptly so that we can easily contact you whenever necessary. Thank you for your
cooperation.
Miki Shibata
J-SLA secretariat
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