
Before Breakfast                朝食前   
7:00 – 7:45                         Meeting Room  

Janice MATSUZAKI        松崎ジャニス 	
    Morning Yoga	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   朝のヨガ	

9:15 – 10:00                              Room 207 

Eriko OKANOUCHI       岡野内恵里子 　	
Implemen,ng	  Uncondi,onal	  Basic	  
Income:	  Really	  Coming?	  Poten,al	  
Merits	  &	  Demerits	  ベーシックインカ
ム無条件給付：って何？ほんとにで
きるの？ 	

Bilingual	

9:15 – 10:00                              Room 206 

Fathima Azmiah MARIKKAR 
マリッカール・ファティマ・ズミヤ 　	
Gender	  Inequality:	  The	  Role	  of	  
Women	  in	  the	  Workplace	  in	  Japan
ジェンダー格差問題：日本の職場
における女性の役割	

English	

9:15 – 11:30                        Meeting Room 

Harumi GONDO                     権藤 晴美 	
Type	  and	  our	  Hero	  Archetype	  	  
タイプとヒーロー・アーキタイプ   	
(Session	  con*nues	  un*l	  11:30)	  	  	  	  	  English	

10:15 – 11:30                            Room 207 

Student Session 
Yuki OKAMOTO                 岡本 悠希  	
Using	  Language	  Learning	  Strategies	  
to	  Increase	  the	  Autonomy	  of	  
Japanese	  Learners	  of	  English	  
言語学習ストラテジー: 日本人英語
学習者の自主性の向上を目指して 

	 	 	　　　English	  
 
Reina ANAMOTO & Ruka OSAWA 
　　　　　　　　穴本 玲奈 & 大澤 瑠花	
  Japanese	  Women	  Student	  Ac,vists:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  "We	  Can	  Do	  It!”	  
日本の女子学生活動家-	
    “We Can Do It!” 

	 	　　　 	       English	  

Saturday Morning 
Session 1  セッション 1 

9:15 – 10:00/11:30   

9:15 – 10:00                              Room 208 

Fiona CREASER & Sonoko SAITO 
  クリーサー・フィオナ & 齊藤園子	
Springboard	  Women’s	  Work	  and	  
Personal	  Development	  Programme:	  
An	  Introduc,on	  
スプリングボード・コンサルタンシー
社の女性の社会進出推進プログラ
ム：紹介	

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  English	

10:15 – 11:30                           Room 206 

Chiyuki YANASE               梁瀬 千起  	
The	  World	  of	  Picture	  Books	  for	  Busy	  
Mums	  and	  their	  Children	  
絵本の世界：忙しいマザーと子供達
へ  	

	 	 	      Bilingual	

Schedule-at-a-Glance (Saturday 土曜日) リトリート・スケジュール 

10:00 – 10:15        Break   

Saturday Morning 
Session 2  セッション 2 

10:15 – 11:30  
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10:15 – 11:30           Room 208 

Nahid YOSHINARI           吉成ナヒード	
	  Female	  Iranian	  Poets	  ＆	  Ac,vists	  	  
イラン人女性詩人 	

   　　 Bilingual 

Schedule-at-a-Glance (Saturday 土曜日) リトリート・スケジュール 

13:00 – 14:30                         Room 206 

Sarah MULVEY           マルビ・サラ	
Taking	  Charge	  and	  Making	  Change	  -‐	  
Being	  a	  Leader	  in	  Your	  Own	  Life	  
責任を引き受けて変化をもたらす – 
自分の人生のリーダーになろう 	

	 	 	      English 

Saturday Afternoon Session  
午後	   セッション            13:00 – 14:30 

13:00 – 14:30                           Room 208 

Gerry YOKOTA               ヨコタ・ジェリー  	
Women	  Who	  Run	  with	  the	  Wolves	  
and	  Other	  Fairy	  Tale	  Archetypes	  	
『狼と駈ける女たち』：童話に現れる
アーキタイプ	

   　　　　English 	

13:00 – 14:30                            Room 207 

Yoko WAKUI   　　涌井 陽子 	
Improving	  Your	  Life	  through	  
Hypnotherapy	  
催眠療法による生活の向上 	

	   	   	  　　　 English 

Tomoko ISHIZAKA (Ishizaka Sangyo) 
石坂知子（石坂産業）     	

Woman	  Power:	  Achieving	  
Excellence	  in	  Management	  through	  
the	  5	  Senses	  
女性だからできる卓越した五感経
営   	
	  	  	   	   	   	  	  Japanese	  

14:45 – 16:30                   Room 101 
Invited Speaker	

Saturday	  Lunch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  土曜 昼食	  
11:30	  to	  13:00	  	  

10:15 – 11:30      Tatami Room 

Barbara MORRISON モリソン・バーバラ 	
	  Start	  Where	  You	  Are:	  Engaging	  
Body	  and	  Breath	  	  
体と呼吸を意識して：さあ　始めま
しょう！    　　	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  English 

Save	  the	  Date	  for	  WELL	  2019	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  February	  8-‐10	  

13:00 – 14:30      Tatami Room 

Christine PEARSON ISHII & Reiko 
KOYAMA    ピアソン=石井クリスティン、
小山玲子	
	  Springboard	  Women’s	  Work	  and	  
Personnel	  Development	  
Programme:	  Being	  Asser,ve	  	  
仕事でもプライベートでも女性の力
を最大限に引き出す　スプリング
ボードプログラム	

   　　Bilingual 

14:30 – 14:45     Break   

16:45 – 17:45                    Room 101 
The	  Changing	  Face	  of	  WELL	

16:30  - 16:45     Break   

4 



9:15 – 10:15           Room 206 

Amy LONG              ロング・エイミー  	
How	  Women	  can	  Succeed	  as	  
Entrepreneurs	  	  
女性が企業に成功するために  

              English 

Schedule-at-a-Glance (Sat & Sun　土&日) リトリート・スケジュール 

9:15 – 10:15           Room 207 

Ruthie ROGERS ロジャース・ルーシー	
Preparing	  Girls	  for	  Leadership:	  A	  
Global	  Look	  	  
グローバル視点から見る女性リーダー
の育成 	

             English 

9:15 – 10:15           Room 208 

Parisa MEHRAN       メヘラン ・パリサ	
Being	  an	  Iranian	  Woman	  Today	  
イラン人女性として現代に生きると
いうこと	

   　　　　English 

10:30-‐11:45	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Room	  101	  
Invited Speaker	

Kathleen BROWN,  
　　Kurume University         
ブラウン・キャスリーン 、	
　　久留米大学	

Resonant	  Voices:	  Establishing	  
Leadership	  in	  the	  Boys'	  Room	  
共鳴を起こす声 － “男の園”で	
リーダーシップを発揮する 	

	 	 	      English 

11:45	  –	  12:00	  	  	  	  	  	  	  	  Room	  101	  
Annual	  WELL	  Closing	  	  
(Round-‐Up,	  Feedback,	  
	  Planning	  &	  Farewells)	  

Sunday Morning Sessions 
   午前	  セッション      9:15 – 10:15  

Breakfast	  7:00	  –	  8:30	  
Checkout	  during	  breakfast,	  
BEFORE	  morning	  sessions.
チェックアウトは朝食の時、セッ
ション開始前に行ってください。	  

12:00	  ~	  Lunch	  and	  Goodbyes	  
	  ランチ・解散	  	  

WELL-PLAYED - Sharing Our 
Talents  

 WELL お楽しみ会、タレントショー	  　 
19:30 – 21:00 

Conference Room Seminar Bldg. 2nd Fl  
   大会議室 研究棟　2F 

Fun	  and	  Entertainment	  for	  all	  –	  	  
come	  and	  share	  your	  talents! 

 お待ちかね、タレントショー！ 
皆さんの参加を待っています！ 

Dinner	  	  18:00	  –	  19:30	  

Saturday Evening        土曜 夕方～夜  

Sunday Morning          日曜日朝食前   
7:00 – 7:45                         Meeting Room  

Janice MATSUZAKI        松崎ジャニス 	
    Yoga	  with	  Janice	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  朝のヨガ	

10:15 – 10:30     Break   
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