J-SLA ニュース・レター

2016 年 2 月号

立春とは名ばかりの寒さが続いております。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 PacSLRF 2016、中央大学で
の公開研究会、初夏の研修会についてお知らせします。
お知らせ(1)：2016 年度 PacSLRF

口頭発表・ポスター発表・コロキアム・学生ワークショ

ップ採択結果通知
厳選な査読の結果、PacSLRF 2016 での発表者が決まりました。発表申込みをされた方には 1
月 31 日に採択結果の通知をメールでお送りしております。以下、応募件数と採択件数の一覧
です。
PacSLRF2016 査読結果
応募件数

採択件数

コロキアム

14

14

口頭発表

179

99

28

26

ポスター発表

51 （口頭発表からポスター発表へ変更）

学生ワークショップ

12

12

計

233

202

お知らせ(2)：PacSLRF 2016 参加申し込み受付開始日の変更
オンラインでの参加申し込み開始日は 2 月 21 日を予定しておりましたが、諸般の事情により
3 月 1 日(火)に変更させていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承くだ
さい。
お知らせ(3)：言語の理解と産出チーム

公開研究会

中央大学において以下のテーマで公開研究会を開催いたします。どなたでもご参加いただけ
ますので、興味がある方をお誘いの上、みなさま奮ってご参加ください。
日時：2016 年 3 月 6 日(日)
テーマ：「日本における言語教育・学習の課題」
会場：後楽園キャンパス 3300 教室（地下鉄「後楽園駅」から歩いてすぐです）
8:45-9:15 受付
9:15-10:45 パネルディスカッション「言語習得・言語学習者から言語教育を考える」
司会進行

若林茂則（中央大学）

提案者・パネリスト
狩野暁洋（活水女子大学）「第二言語習得・使用の本質とは何か」から考える
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柴田美紀（広島大学） 「第二言語で話している私は誰か」から考える
稲垣俊史（名古屋大学）「どうすればできるようになるか」から考える
11:00-12:30 「海外大学との協働での新しい取り組み」
提案・司会進行

若林茂則（中央大学）
「中央大学文学部における新しい取り組み」

◎中央大学 SEND プログラム（日本語教育）
（イギリスと太平洋地域への 2 回の留学を含む 4 つのステージで構成されるマル
チプル留学プログラム）
◎文学部スキルアップ外国語科目 Advanced Communication
（オーストラリア国立大学とのタンデム形式でのチャットとフィリピン大学との
TED 方式のビデオ発表とディスカッションによる授業）
◎文学部グローバル・スタディーズ
（ハワイ大学、タマサート大学、マレーシア工科大学との共同研究発表会を含む
海外研修）等の 2014 年度、2015 年度の実例の紹介と、言語教育についての理論的・
実証的・実践的な考察
12:30 終了
*参加費無料
*事前申し込み不要
*発表言語：日本語(質疑応答は英語可)
お知らせ(4)：2016 年度「初夏の研修会」
日時：2016 年 6 月 19 日(日) 10:30-17:00
場所：京都女子大学
招待講演者：
講演 1 石川慎一郎氏（神戸大学）
「学習者コーパスと SLA 研究：L2 運用の可視化を目指して」
講演 2 柴田美紀氏（広島大学）
「第二言語習得、英語教育、リンガ・フランカ英語の視点から再考する英
語ネイティブの役割」
講演 3 尾島司郎氏（滋賀大学）
「人工文法学習パラダイムと言語習得研究」
*参加費：一般／学生、会員／非会員に関わらず、1,000 円
*事前申し込み不要
*発表言語：日本語(質疑応答は英語可)
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 February, 2016
We hope that everyone is doing well. It is still cold here in Japan, although February 4 th is the first
day of spring according to the lunar calendar. The February newsletter provides information about
PacSLRF 2016, the open seminar at Chuo University as well as a reminder about the Early Summer
Research Forum 2016.

1.

Notifications for presentations at PacSLRF 2016

Those who submitted an abstract for an oral or poster presentation, a colloquium, or student workshop
should have received notification of acceptance or rejection on January 31st. The number of
submissions and acceptances appear in the table below:

Submissions

Acceptances

Colloquia

14

14

Oral presentations

179

99

28

26

Poster presentations

51（change from oral presentations）

Student workshops
Total
2.

12

12

233

202

Change of dates for PacSLRF 2016 online registration

The registration was originally scheduled to begin on February 21st; however, due to unforeseen
circumstances, it is rescheduled to March 1st.
3.

Open seminar at Chuo University

An open seminar will be held at the Korakuen Campus of Chuo University on March 6th. The aim of

this seminar is to discuss issues in language education and learning in Japan. The schedule will be
as follows:
8:45-9:15
9:15-10:45

Registration
Panel discussion on language education from the perspective of language

acquisition and learning
Discussants: Akihiro Kano (Kwassui Women’s University), Shunji Inagaki (Nagoya
University), Miki Shibata (Hiroshima University), Shigenori Wakabayashi (Chuo University)
11:00-12:30

Chuo University’s new collaborative initiatives for language education with

overseas universities
*Fee admission
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*No pre-registration is required.
*Presentation language: Japanese (also English during Q & A sessions)
4.

Reminder: Early Summer Research Forum 2016

As PacSLRF 2016 has been scheduled for next September, we will hold an Early Summer Research
Forum this year instead of our annual Autumn Research Forum. The forum is open to the public and
welcomes all who are interested in SLA related research. Bring your friends and colleagues to what is
sure to be an inspiring event.
Place: Kyoto Women’s University
Date: June 19, 2016 (Sun)
Invited speakers:
Dr. Shinichiro Ishikawa (Kobe University)
Dr. Miki Shibata (Hiroshima University)
Dr. Shiro Ojima (Shiga University)
*Fee：1,000 yen for both members and non-members
*No pre-registration required.
*Presentation language: Japanese (also English during Q & A sessions)

Miki Shibata
J-SLA secretariat
Contact address: shibatam@hiroshima-u.ac.jp
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