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Welcome to WELL 2017! ２０１７年度ＷＥＬＬ大会にようこそ 

	   	   	   This	   is	   the	   22nd	  WELL	   Conference	   and	  Retreat.	  Whether	   you're	   a	   newbie	   or	   an	   old-‐timer	  we	  
hope	   you	   will	   have	   a	   meaningful	   and	   energizing	   time,	   sharing	   your	   ideas	   with	   a	   great	   bunch	   of	  
women	  and	  learning	  much	  from	  this	  year's	  presenters.	  WELL	  is	  a	  place	  to	  make	  new	  friendships	  and	  
deepen	  old	  ones.	  We	  hope	  you	  will	   consider	  putting	  your	  hand	  up	   to	   join	   in	   the	  organization	  and	  
support	   of	   future	   WELL	   weekends	   if	   you	   have	   some	   time	   and	   energy	   to	   spare.	   Many	   thanks	   to	  
everyone	  who	  is	  helping	  out	  in	  many	  ways	  over	  these	  3	  days.	  If	  you've	  any	  questions	  please	  ask	  one	  
of	   the	   team:	   	   Vicky	   Muehleisen,	   Marian	   Hara,	   Eriko	   Okanouchi,	   Satoko	   Takahashi,	   Ann	   Jenkins,	  
Catherine	  Oshima	  and	   Joanna	  Hosoya.	   If	   you	  can't	   find	  us	  you	  can	  call	  Marian:	  090-‐4744-‐7111	  or	  
Joanna:	  090-‐3574-‐9869.	  

今回は２２回目の大会です。	  
   初めて参加して下さる皆さま、古くからご参加いただいている皆さま、今年も学びの多い発表と経
験を大勢の女性たちと分かち合い、どちら様にも有意義で力みなぎる機会となりますよう願っています。
ＷＥＬＬ大会はこれまでの友情を深める場、また新しい友との出会いの場です。今回３日間の大会中、
様々な形で参加、お手伝い下さる皆様に心より感謝いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。また、
今後の大会準備と運営に協力したい、何かできるという方、いらっしゃいましたらどうぞ手を上げて下さ
いませ。質問などありましたら、ヴィッキー・ミューライセン、原マリアン、岡野内えりこ、高橋さとこ、アン・
ジェンキンス、大島キャサリン、細谷ジョアンナに遠慮なくお聞きください。マリアン：090-‐4744-‐7111 又
はジョアンナ:	  090-‐3574-‐9869 にお電話いただくこともできます。	  

  



Please remember: 参加者の皆様へ 

Ø All workshops will take place in the Seminar Building except Morning Yoga (Main Building 
Meeting room) and Thai Kickboxing in the Tea House (tatami room) 
ﾀｲ･ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞはお茶室、朝のヨガは研修棟ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ･ル-ﾑ、発表とﾜｰｸｼｮｯﾌﾟは研修棟で行われ

ます。 

Ø Meal times in the cafeteria in the main building are:  
Breakfast   7:00 to 8:30  

Lunch      11:30 to 13:30  

Dinner      18:00 to 20:00  

	 	 	 	 	 	 本館食堂での食事時間について： 

朝食は7時00分から8時30分	  

昼食は11時半から13時半	            

夕食は18時から20時までです 

Ø Our lounge/resource rooms are 204 & 205 in the Seminar building (2nd Floor). Please put 
any materials you want to share on the table and use the room for informal conversation 
and to enjoy hot drinks during the retreat. Please clear up after yourself. 
今回のWELLルーム（資料室）は研修棟２階204,205号室です。他の参加者と共有したい資料

をお持ち下さい。リトリート期間中、気楽に会話やお茶でお寛ぎいただけます。使用したお

茶碗等はご自分でお片付けお願いいたします。 

Ø WELL PLAYED!!   WELLお楽しみ会!!	  
  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！ 

  Be sure to talk to Ann Jenkins by 15:15 on Saturday to take part. 
土曜日15:15までにＭＣのアン・ジェンキンスさんにお話し下さい。  

 
Friday Program 金曜日のプログラム 

18:00 – 20:00  Dinner 夕食 
 
20:00 - 24:00 Gather in the Meeting Room on the 2nd floor (up the stairs from the WELL 
check-in desk) for some ice-breaking and announcements. Hope to see all the Friday 
people there as there aren't many times when we can get everyone together in one room. 
You may want to try the big bath before that starts. Then, Nahid will play us her lovely 
Persian music and teach us some of those undulating moves. We have that room until 
midnight so you can party or poop - depending on your energy levels. Please do try to 
come for the first part at least. It's always nice to say a big welcome to newcomers. 
 
20:00 – 2４:00 ミーティングルーム（宿泊棟２階）にて親睦会。飲食物を用意しています。参加
者交流の良い機会ですし、重要なご連絡もありますので、皆さまお越しください。ナヒードさんが
ペルシァ音楽を披露して下さり、踊りを教えて下さるというお楽しみもあります。親睦会は１２時
までオープンです。始まる前に大浴場に入るのも良いでしょう。どうぞ、お楽しみに。 

  

(The big bath will be open during the evening - please check the time on arrival) 
(大浴場利用時間については会館到着時にご確認ください) 



Abstracts and Speaker Introductions 
 

Invited Speakers基調講演  
 
Sat  13:30 – 15:00  Room 101        Aiki SEGAWA  瀬川 愛葵 
Lighthouse: Center for Human Trafficking 
Victims 
Manager, Public Relations & Advocacy 
The Issue of Human Trafficking in Japan 
http://lhj.jp/english 

特定非営利活動法人 人身取引被害者サポートセ
ンター ライトハウス 
広報・アドボカシー マネージャー 
日本の人身取引の現状と取り組み 
http://lhj.jp/ 

The Issue of Human Trafficking in Japan 
日本の人身取引の現状と取り組み  

  The speaker has been actively engaged in volunteer work since high school. Aiki and her friends raised 
funds to build a library for children living in poverty in Mongolia. Her volunteer activity has been recognized 
by Soroptimist International and was awarded the Violet Richardson Award in 2009. In 2010, Aiki attended 
the first ever Girls 20 Summit held in Toronto as the delegate of Japan. She has been working as a full-time 
staff member at Lighthouse: Center for Human Trafficking Victims since October 2014. 

	 Lighthouse is an NPO that works to combat human trafficking, especially sex trafficking, in Japan. While 
providing direct support and consultation service to victims via toll-free hotline and emails, Lighthouse is 
also active in raising awareness and advocating for policy. Aiki will share cases of sex trafficking in Japan, 
such as forced appearance in pornography, forced prostitution, and commodification of children’s sex. She 
will also talk about the efforts made and what we can do to combat human trafficking. 

   講演者は、高校時代、モンゴルの子どもたちに図書館を寄贈、本活動により国際ソロプチミ
スト「ヴァイオレット・リチャードソン賞」受賞。2010 年、トロントで開催された第 1 回「ガールズ 20
サミット」に日本代表として参加。アメリカの大学を卒業後、2014 年 10 月にライトハウス入団、
2015 年 5 月より現職。 

  ライトハウスは、「人身取引のない社会」を目指し、国内の性的搾取を目的とした人身取引問
題の解決に取り組んでいます。メール、電話、LINE 等の相談窓口を開設し、直接的な支援を

提供する傍ら、被害の予防・拡大防止を目的とした啓発、政策提言を行っています。相談窓口
に寄せられる事例を交えながら、なかなか認知されていない国内に蔓延する、アダルトビデオ

出演強要被害や、売春強要、子どもの性の商品化等の人身取引問題の現状について話します。
また、問題解決のための取り組みについても話します。 
 
 
Sun  10:15 – 11:30  Room 101       Chiharu SAKAEDA  栄田千春 

DV（ドメスティックバイオレンス）の仕組みや心身への影響、そこからの回復
Domestic violence: the mechanism of DV, the mental and physical 

effects on survivors and the recovery process 
 

	 	 DV（ドメスティックバイオレンス）の仕組みや心身への影響、そこからの回復について、10 年

以上に渡り DV 被害者のこころのケアのための講座を行ってきた講師が、さまざまな例を交えな
がらお話しします。 

  栄田千春：NPO 法人レジリエンス こころのケア講座ファシリテーター。 全国各地の行政、中
学、高校、大学などで講演や講座をおこなったり、出版などで情報を広めている。 



   

  Chiharu Sakaeda is a facilitator in the support programs of Resilience, a non-profit organization dealing 
with domestic violence, child abuse and sexual trauma. She is also involved in speaking to government 
administrators, middle school, high school and university students all over Japan and in spreading 
information through Resilience publications. 

  She will talk about the mechanism of DV, the mental and physical effects on survivors and the recovery 
process, with examples from more than 10 years of work in programs to support the victims of domestic 
violence. 

http://resilience.jp/ 

 
 

Regular Presenters 発表者と概要  

 

Sat & Sun 7:00 – 8:00  Meeting Room         Jane MOSEDALE ジェーン・モスダール 
MORNING YOGA   朝のヨガ   

  This morning’s yoga session will include a series of stretches and warm ups before some basic asanas – 
sitting/standing/twists/balances which aim to energise us for the rigours and pleasures of the day ahead.  I 
expect people will come from all different backgrounds of Yoga, and perhaps some people will be trying it 
for the first time, so we will be following quite a basic sequence.  Wear loose clothes (leggings/track suit 
bottoms and t shirts) and something warm to put on (socks/scarves/jumpers) for our final relaxation.  
Please tell me at the beginning of the session if you have any injuries or medical conditions that will affect 
your practice e.g. pregnancy/high blood pressure etc. 

  今朝のヨガセッションでは柔軟と準備運動を経て、座る/立つ/ねじる/バランスをとるなど基本的なアサ
ナの動作を行い、これからの 1 日で待っている厳しさや楽しみに向けて精力をたくわえます。異なるヨガ
経験を持った方、また今回ヨガにチャレンジするのが初めての方もいらっしゃると思うので、基本的な流
れに沿って進めていきます。きつすぎない服装(レギングス/トラックスーツ/T シャツとズボンなど)、そして
靴下、スカーフ、ジャンパーなど最後のレラクゼーションの際に使う防寒着を持って来てください。また、
もし怪我や病気、妊娠中、その他特別な配慮が必要な方は初めに申し出てください。 

  Jane Mosedale has taught all her working life: first in Tottenham, North London and subsequently in 
Suffolk and Essex.  She was trained to teach adults and worked on Access programmes, but for the last 
16 years has been teaching English Language and English Literature in a sixth form college on A level and 
IB courses, and it is at the college that she is at present offering Yoga classes.  Yoga has been part of her 
life for nearly 40 years; she trained as a British Wheel of Yoga teacher with Velta Wilson in London in the 
80s, and has since practiced different sorts of Yoga – from Sivananda Yoga to Bikram Yoga and Hot Yoga.  
As part of a visit to India in 2013 she trained at the Sivananda Yoga Ashram in Kerala.  

  今までのキャリアの中でジェーンさんは初めにトッテンハム、それから北ロンドン、サフォルク、エセック
スなどで長年ヨガを指導しています。大学進学準備プログラムにて大人に教えた経験もありますが、過去
16 年間は、A レベルや IB の授業で英語と英文学を教えていて、現在はヨガの授業も開講しています。
今まで約 40 年間ほどヨガは彼女にとって人生の中心であり、1980 年代には British Wheel of Yoga の先
生になるためにベルタ・ウィルソン氏からの指導を受け、以後シバナンダ、ビクラム、ホットヨガなど数々の
ヨガを経験してきました。 

 

 

  



Sat 9:15 – 10:15  Room 206            Lily THUKRAL トゥクラル・リリィ 
Building a Movement: Manifestos as the Framework for Successful Advocacy 

活動の構築：擁護活動を成功させるマニフェスト 
  A case study examining how Army Private Jessica Kenyon used a manifesto to advocate for victims of 
military sexual trauma. Participants will be given the opportunity to take part in an interview and discussion 
with Private Kenyon about the creation of support networks and her experience in changing government 
policy. 

  アメリカ陸軍ケニヨン二等兵が軍の性的トラウマ被害者の擁護活動にて行ったマニフェストの使用法
についてのケーススタディ。出席者は、支援ネットワーク構築と政府へ政策転換させた経験について、ケ
ニヨン二等兵へインタビューする機会あり。 

  Lily Thukral is an English Advisor at Tokyo University of Foreign Studies. 

	 Jessica Kenyon is a consultant and advocate for victims of military sexual assault. 

  リリィ・トゥクラル：東京外国語大学 英語アドバイザー。 

   ジェシカ・ケニヨン：アメリカ軍の性的暴行被害者コンサルタント、擁護活動者 

 
Sat 9:15 – 10:45  Room 207   Margaret Pine OTAKE  應武マーガレット・パイン 
           Madeleine SAKASHITA	 坂下マデリン	 	 Chie MATSUMOTO	 松元千枝 

Fighting for Justice: Tales of Three Battles Fought and Won 
正義への戦い：勝ち抜いた三つの話  

  Each of the presenters engaged in a successful struggle for their legal rights, two at universities in Japan 
and one as a journalist and translator.  They will give brief accounts of their efforts and the resources they 
used.  A question-and-answer period will be held for the sharing of information, resources, and bonding. 

  ３人のプレゼンターのうち、２人は日本の大学で、また１人はジャーナリスト兼翻訳者として、それぞれ
が法的権利のために闘った経験があります。この３人が取った具体的な行動や活用したリソースについ
て概要を説明します。質疑応答の時間には、各種情報やリソースを共有し、親睦を深めます。 

  Margaret Pine Otake has worked in almost every field of English teaching in Japan.  She has worked as 
a full-time instructor at a private university for 8 years after teaching there for 13 years as a part-timer. She 
also worked as a manager of a mid-size language school for years where she had to deal with teaching 
conflicts as the employer. 

	 	 應武マーガレット・パインは、非常に幅広い分野で日本の英語教育に携わってきました。私立大学
で 13 年間パートタイム講師として勤務した後、８年間フルタイム講師として教育に携わりました。また、中
堅のランゲージスクールで長年管理者の職務に就き、雇用主として教育にかかる問題に対処しました。 

  With over 30 years in Japan, Madeleine Sakashita has taught learners from ages 3 to 70. She has 
worked at both public and private Jr & Sr high schools and is currently a part time lecturer at Hakuoh 
University and Daito Bunka University. In her free time she volunteers with the American Red Cross. 

	 	 来日３０年以上、坂下マデリンは３歳〜７０歳までの生徒を教えてきました。私立、公立中
高でも教えた経験もあり、現在は白鴎大学と大東文化大学の非常勤講師と勤務しています。そし
てプライベートではアメリカ赤十字のボランティアとして活動中です。 

  Chie Matsumoto worked as a reporter for Asahi Evening News and International Herald Tribune/The 
Asahi Shimbun, and as a Tokyo correspondent for German Press Agency, dpa. Since she became 
independent in 2009, she has anchored on Labornet TV, Tent Color, Girls TV after Work and other Internet 
TV programs. While also being involved in Japan’s civil society in the areas of labor, anti-nuclear, gender 
and other minority issues, she gives lectures on her journalistic work and teaches translation, as well as use 
of internet-based media. She is also one of editors-in-chief of Rodo Joho (Labor Notes Japan). 



	 	 松元千枝: ジャーナリスト／アクティビスト 

朝日イブニングニュース、ヘラルド朝日の英字記者、ドイツ通信社東京特派員を経て、２００９
年に独立して以来、インターネット放送「レイバーネット TV」「テントひろばから～」「仕事の
あとの女子会 TV」などで司会を務める。労働、反原発、ジェンダー、その他マイノリティが関
連する社会問題に取り組む運動にかかわる一方、ジャーナリズム、翻訳、インターネットメディ
アの活用などについて講義する。労働運動業界誌『労働情報』編集人でもある。 

 

Sat 9:15-10:15  Room 208    Gerry YOKOTA  ヨコタ・ジェリー 
Communiversity: Fostering Dialogue about Violence against Women 

コミュニバーシティ：教育者と一般市民の共同平和活動で女性に対する暴力について
の意識向上を目指す  

  In this workshop, I will introduce the concept of communiversity, collaboration between university faculty 
and local residents and grassroots organizations, and invite participants to work in pairs or threes to plan a 
communiversity event designed to foster dialogue about violence against women.   

  米国のキャンパス公開の習慣を紹介してから、参加者と共ににロール・プレイを通じて女性に対する
暴力についての意識向上のためのイベントを計画する。教育者、一般市民、活動家、アーティスト、様々
な立場の人との協力によって、どんな計画がが生まれるか。 

  Gerry Yokota is Professor of English and Contemporary Interdisciplinary Cultural Studies at Osaka 
University with a history of troublemaking on campus, including hunger strikes and die-ins. 

  大阪大学言語文化研究科現代超域文化論講座教授。ハンストやダイ・インなど、反戦・反差別・反原
発のイベントを創る。  

 
 
Sat 10:30 – 11:30  Room 206      Tomoko SAITO   齋藤 智子 

Social Violence in Education: A Young Person's Story 

教育における社会的暴力；ある一人の若者の体験談  
  Take a journey through the eyes of a young person as she recounts her experience volunteering in a 
rural Cambodia village and working with children through their educational system. You will be able to learn 
how home life affects children tending school, the social impact it has on children and the affect it had on 
the presenter. 

	 ある一人の若者のカンボジア農村部での子供たちとの交流を主とするボランティア活動を通して

の経験に基づく物語に耳を傾けて見よう。きっとその物語から、どれだけ家庭生活が子供たちの学校

生活に影響を及ぼすのか、また、それがどれだけ社会に影響を及ぼすのか、そして、どれだけ発表者

の心を揺さぶったのかがわかるだろう。 

  Tomoko Saito is an 18-year old student who will graduate this March 2017. Afterwards, she will attend 
Temple University, majoring in International Studies starting May 2017. At a young age, Tomoko lived in 
Australia with her parents and brother. This raised her interest regarding learning and speaking English. Her 
parents have allowed her to be a "free spirit" to explore and learn. 

	 	 齋藤智子（１８歳）は、この３月に高校を卒業する。卒業後は５月からテンプル大学に進学し、

国際関係学を専攻する予定だ。彼女は幼少期に両親と弟とともにオーストラリアで生活した経験を持

ち、この経験こそが彼女の英語習得への意欲を掻き立たせた。両親は彼女の学びや探究心における「自

由な精神」を常に尊重している。テンプル大学進学に先立ち、彼女は再び東南アジアでのボランティ

ア活動に参加する。  



Sat 10:30 – 11:30  Room 208            Linda GOULD グールド・リンダ  
The Violence We Do To Ourselves 

自分自身へのバイオレンス  （自己攻撃） 
  A presentation and discussion that will explore the ways women commit violence on themselves, 
possible reasons, and ways we can stop ourselves and our daughters from engaging in the destructive 
behaviour that puts us all at a disadvantage.  

プレゼンテーション及びディスカッションを通じて、女性が自分自身に対して向けるバイオレンス

（自己攻撃）の方法、考えられる理由、女性自身と自分たちの娘を不利な立場に追い込む破滅的行動

を防ぐための方法を探求する。 

  Linda Gould is a yoga teacher, author and journalist who has written about environmental and social 
issues. She is the mother of a teenage daughter. 

  リンダ・グールドはヨガのインストラクターであり、環境問題や社会問題を取り上げるライター、
ジャーナリストでもある。 

 

Sat 11:00 – 11:30  Room 207           Natasha HASHIMOTO  橋本ナターシャ 
Female and male NNESs and NESs discuss gender issues – conversation analysis 
多国籍の英語ネイティブ・非ネイティブ男女のジェンダーに関する議論‐その会話分析 
  Seven NESs (male) and NNESs (female, male) of different nationalities participated in two one-hour 
intercultural communication sessions held in English. The topics discussed were gender-related issues such 
as gender roles and gender (in)equality. The sessions were video recorded, transcribed, and the participants’ 
body language, face expressions, and conversation were analyzed. 

  多国籍の英語ネイティブ・非ネイティブの７名が、１時間の英語による異文化間コミュニケーションセッ
ションに２回参加した。内容はジェンダーの役割と（不）平等などのジェンダー問題であった。全てのセッ
ション参加者の会話や身体言語は録画・分析された。 

  Natasha Hashimoto is a PhD candidate at Temple University. She has a background in health care work, 
human rights research, and TESOL. Her research interests include minority and race issues, migration, 
multilingual NNEST identity, foreign language anxiety, language attitudes, multimodal conversation analysis, 
and IRT and language assessment. 

  橋本はテンプル大学の博士候補で、医療関係、人権問題研究や TESOL の経験を有している。現在
の研究対象は、少数民族、人種及び移住問題、マルチリンガル NNEST アイデンティティー、第二言語
不安、英語に対する言語態度、会話分析、項目応答理論と言語テスト・評価法 

 
Sat 15:15 – 16:00  Room 206  Quenby Hoffman AOKI 青木クエンビー・ホフマン 

 Let’s Get Intersectional: Incorporating Race, Class, and  
Other Identities in Content-Based Classes 

インターセクショナリテイ：ジェンダー、人種、階級などの複雑なアイデンティティー 
  Human beings have a variety of intersecting identities, including race, class, and gender, which cannot 
be viewed separately. This interactive workshop will present ways in which the speaker has introduced the 
concept of intersectionality in university classes, considering ways this understanding can be applied in and 
out of the classroom. 

  インターセクショナリテイは人種、ジェンダー、階級などのアイデンテティーの交差
という意味です。参加者は、発表者が授業で行っているフリーライティングやディスカ
ッションに実際に取り組み、アイディア交換をします。 

  Quenby Hoffman Aoki teaches at Sophia University. Her research interests include literature in the 



language classroom, global issues (especially gender), and all aspects of the writing process. She includes 
free-writing in her classes whenever possible. She’s been scribbling in various notebooks her whole life and 
shows no signs of stopping.  

  上智大学の英文学科で英語を指導しており、可能な限り、フリーライティングを授業
に取り入れている。研究内容は、文学を通じた授業、国際問題(特にジェンダー関係)及び
ライティングプロセスである。小さい時から、日記、らくがきの時間を大切にしている。 

 
Sat 15:15 – 16:15  Room 207   Marie COSGROVE コズグローブ・マリー 

Women's Empowerment    女性の教育開発が効果的  

  In war zones women and children are the innocent victims. International monetary aid unfortunately 
doesn't reach the most needy. These of course are women and children, those handicapped by war or from 
poor environments. How then do we reach these women and help them educate their children. How do we 
provide aid to the handicapped. One group of foreign women and likeminded Japanese women have found 
a way through material and not monetary aid to give these women the means to escape the catch 22 of 
poverty. 

  戦争地域では、女性と子供は無実の犠牲者です。国際通貨援助は残念なことに、最も貧しい人々、
女性と子供、戦争または貧しい環境によって身体障害になってしまった方々にはなかなか行き渡りま

せん。どのようにしてこれらの女性に手を差し伸べ、彼女らの子供たちを教育するればよいのでしょ

うか？障害者にどのように援助を提供するべきでしょうか？ある外国人女性と日本人女性グループ

は、このような女性たちに金銭的援助ではなく、物質・資源を通して援助する方法を見つけました 

  Marie Cosgrove an Australian trained high school teacher has trained in England to teach English as a 
foreign language for students living in a monolingual country and has been teaching in Japanese 
universities and encouraging her students to be active in volunteer activities and young JICA volunteer as 
well as to use their language skills in travel to other countries. 

  オーストラリアの訓練を受けた高校の先生であるコスグローブさんは、英語で外国語
としての英語を教えるために訓練を受けており、日本の大学で教えています。学生にボ
ランティアや若手 JICA ボランティアに参加したり、他の国への旅行などで自分の語学
スキルを活かして欲しいと考えています。 

 
Sat 15:15 – 16:45  Room 208        Reiko IKEGAWA, Hiroko HIRATSUKA, & Shino 
               SUGIMURA 池川玲子、平塚博子、杉村使乃 

Women in Uniforms: Representation of Women in Japan, Britain, and the United 
States during WW II 

日本、イギリス、アメリカにおける第二次世界大戦下、制服の女性たちの表象  
  This research group has been focusing on the analysis of the representations of gender and ethnicity 
through popular media such as magazines and films created and published in Japan, Britain, and US during 
the World War II. In this panel, we will see how the women in uniforms were represented in the media and 
that these media greatly contributed to nationalizing women at the war.  

  第２次世界大戦では、多くの女性たちが戦争という巨大な暴力の行使に組み込まれて
いった。本パネルでは、日本の映画、英米の雑誌に取り上げられた制服で戦時活動に従
事した女性たちを取り上げ、彼女たちがどのように表象されたかを紹介し、比較検討す
る。 

  Reiko Ikegawa is the author of SAKANE Tazuko as the Film Director of the Empire (2011), Nudity and 
Nationalism (2014), a lecturer of Jissen Women’s University and others. Her work focuses on the 
representation of women in Japanese films including Manchurian films.  



  Hiroko Hiratsuka is an associate professor of College of Industrial Technology of Nihon University. Her 
work focuses on American culture and literature. 

  Shino Sugimura is an associate professor of Faculty of Arts and Letters of Kyoritsu Women’s University. 
Her work focuses on British culture and literature. Nippon University 

  池川玲子	 専門は日本近現代女性史、映画史他。『「帝国」の映画監督	 坂根田鶴子』
（2011）、『ヌードと愛国』(2014)他著書多数。実践女子大他で講師を務める。 

  平塚博子	 専門はアメリカ文化・文学、日本大学生産工学部准教授。 

  杉村使乃	 専門はイギリス文化・文学、共立女子大学文芸学部准教授。 
 
Sat 16:15 – 16:45  Room 206  Jimena Emily BENOSA HOMMA ホンマ・ジメナ・エミリ 

The Eradicating the Japayuki Stigma: Current Social, Cultural and Economic Lives 
of Migrant Filipino Women in Japan   ジャパユキさんスティグマの根絶  

  Three decades of Filipino women's struggle to raise their status as dignified women worthy of respect 
and attention have finally shed hope for a brighter future. Attempts to prepare these women to better fit into 
their adopted communities and adjust to the growing challenges in raising children as well as to comply to 
the expectations of their society bear some fruits in many aspects. But a lot more support and services are 
needed to totally make them contribute to their communities in their fullest potential. 

  ジャパ行き汚名を撲滅に向けて ~日本におけるフィリピン移民女性たちの社会的・文
化的・経済的状況~ 30 年にもわたる注目されるべきフィリピンの女性たちの威厳の
ある女性としての地位を高めようと行ってきた活動は、ついに明るい未来への希望を与
えてくれました。彼女らが地域社会に上手く適合し、子どもを育て、社会の期待に応え
られるように準備する試みは、多くの面で成果を上げています。しかし、彼らのコミュ
ニティーに最大限の貢献をするためには、より多くのサポートとサービスが必要です。 

  Jimena Emily Benosa Homma, originally from the Philippines, has been living in Japan since December 
1999. After teaching English and History in Philippines for 13 years, she ventured into a more challenging 
path of teaching English to Senior High students in Papua New Guinea, a country that speaks about 350 
languages, for four years. She now teaches at Chiba University of Commerce and Daito Bunka University. 
She completed her MS.Educ-TESOL at Temple University, Japan Campus in 2013. Emily has also been 
conducting Conversation, ESP and Business English classes in her home in Saitama. Her current 
researches focus on linguistics, TESL, ESP, Medical English, as well as cross-cultural studies in Asian and 
aboriginal culture. 

  ジメナ	 エミリー	 ベノサ	 ホンマは元々フィリピン共和国出身ですが、1999年 12月
より日本に住んでおります。フィリピン共和国にて 13年間英語及び歴史の教鞭を執った
後、彼女はさらなるチャレンジを求め、パプアニューギニア（その国は 350 の異なる言
語を話す民族を持つ国なのだが）の高校にて 4 年間英語教育に携わりました。彼女は現
在千葉商科大学及び大東文化大学にて教鞭を執っています。2013 年彼女はテンプル大学
日本キャンパスでの英語第二カ国語教職課程修士号を修了しました。エミリーはまた埼
玉にて彼女の自宅にて英会話、特定の目的英語修得、ビジネス英語のレッスンを行って
います。彼女の当面の研究対象は言語学、英語第二カ国語修得、特定の目的英語修得、
医療英語、同様にアジアと原住民の異文化交流の調査です。 
 
Sat 16:30 – 17:00  Room 207               Julia KIMURA 木村じゅりあ 

Social Theory in Researching Female Foreign Language Teachers in Japan 
日本における外国人女性の言語教員に関する研究における社会理論  

  Women in Japan are being encouraged to join the workforce. However, we are still not adequately 
represented in society. The solidarity movement is no exception. I will show how some social theories, 



including feminist theories, can be applied to research on female foreign language teachers in a union. 

  日本では女性にも仕事をするように勧めているが、実際に社会参加している女性の人
数はまだ少ない。連帯運動も例外ではない。今回、フェミニズム論を含む、いくつかの
社会理論が、女性外国語講師の組合員に関する研究に、いかに適用されるかを示す。 

  Julia Kimura works as a member of the contingent faculty at five different universities in the Kansai area 
and Tokyo. She is also a doctoral candidate at Temple University where she is researching female foreign 
language teachers in a labor union. In order to manage stress, she enjoys running. 

  木村じゅりあは、関西と東京にある５つの大学で非常勤講師を勤めている。テンプル
大学博士課程在学中で、労働組合における女性外国語教員を研究中。ストレス発散のた
め、ランニングをしている。 

 

Sun 9:15 – 10:00  Room 206       Keiko KATSUKATA=INAFUKU 勝方=稲福 恵子 

 “Unaiism” against “Colonial Modernity”: Construction of Okinawan Women’s 
Studies 

「植民地的
コ ロ ニ ア ル ・

近代
モ ダ ニ テ ィ

」への抵抗主体「うないイズム」: 「沖縄女性学」の構築 

  G.スピヴァックの「戦略的本質主義」を理論的背景に、「植民地的(コロニアル・)近代(モ
ダニティ)」の状況を穿つべく基地暴力反対の運動を展開している沖縄女性たちの精神的
支柱となっている古代信仰「うない」を現代に甦らせた「うないイズム」について考え
る。 

  Okinawan feminism confronting against “colonial modernity,” such as the oppressive situation of sexual 
violence caused by U.S. soldiers, cherishes the indigenous faith of “Unai” to empower themselves. This 
paper depicts the relationship among “colonial modernity,” “Unaiism,” and  “Okinawan feminism.” 

  Keiko KATSUKATA=INAFUKU, Ph.D. graduated from Waseda University. Professor of School of 
International Liberal Studies, Graduate School of International Culture and Communication Studies, and 
Former Director of Institute of Ryukyuan and Okinawan Studies of Waseda University. Specialize in 
Okinawan Studies, Gender Studies, and Cultural Studies.	 Main Writings: An Introduction to Okinawan 
Feminism. 
  勝方=稲福 恵子, Ph.D. 

早稲田大学卒業。早稲田大学国際教養学部、並びに、早稲田大学国際コミュニケーショ
ン研究科 教授。元早稲田大学「琉球・沖縄研究所」所長。専門は、沖縄学、ジェンダー
学、そしてカルチュラル・スタディーズ。主著は『おきなわ女性学事始』(新宿書房)など。 

 
Sun 9:15 – 10:00  Room 207            Helen LEWIS ルイス・ヘレン 

Show and tell! A crowd-sourced selection of books and media on Women 
Resisting Violence 

ショウ・アンド・テル (人前で何事かを示すプロセスであり、その話題について話すこと) 

~クラウドソーシングを通して家庭内暴力に立ち向かう女性たちについての書籍やメデ
ィアを考える~ 

  A workshop on material brought by attendees around the conference theme. We will present, discuss, 
and reflect on how the material could be brought to life in our classrooms. Participants will be asked to bring 
a copy of an inspiring or provoking book or film to share in small groups for structured discussion. 

  今回の会議テーマに関連している資料を参加者が持ち寄り、それらが教室の中でどの
ように活用できるかディスカッションを行うワークショップです。参加者は自分で選ん
だ感動的・刺激的だと思った本または映画を小さいグループの中で共有します。 



  Helen Lewis teaches at Tokyo Institute of Technology and Showa Women's University as well as reading 
the radio news at NHK. She recently completed a distance learning course at SOAS on education for 
development. She has presented at WELL on logic and shared her love of Brazilian capoeira at WELL 
Played. 

  ルイス・ヘレンさんは東京工業大学と昭和女子大学にて教鞭をとり、NHK ラジオニュ
ースキャスターとしても活躍していて、最近 SOAS の通信教育プログラムを修了しまし
た。過去の WELLでは論理について発表し、WELL Playedにて彼女のブラジルのカポエイ
ラに対しての愛を伝えた経験もあります。 

 
Sun 9:15 – 10:00  Room 208          Fathima Azmiah MARIKKAR  
         マリッカール・ファティマ・アズミヤ 

WOMEN RESISTING DOMESTIC VIOLENCE: Causes, consequences and the 
legislation in Japan   

家庭内暴力に立ち向かう女性たち：~結果、原因と日本における法律~ 
  This presentation will introduce the definition of domestic violence, forms, cases, causes and 
consequences in Japanese society. It will highlight the data on domestic violence in Japan and compare 
them with some of the developed countries. Relevant provisions and the shortcomings of the present 
Domestic Violence Law will also be discussed. 

  この発表では、日本の社会における家庭内暴力の定義、実例とその原因や結果につい
て取り上げます。具体的なデータをを通して他の先進国と比較し、現在の家庭内暴力法
の内容や欠点が何なのかを考えていきます。 

  Dr. Fathima Azmiah Marikkar from Sri Lanka is a lawyer by profession. She has a Bachelor`s and 
Master`s degree in Law from the University of Colombo, Sri Lanka, and a doctoral degree in International 
Relations from Nihon University. She works as a Junior Associate Professor at Tokai University, Japan.  

  マリッカーさんはスリランカ出身の弁護士です。コロンボ大学にて法律の学士号と修
士号、日本大学にて国際関係の博士号を取得しました。現在は東海大学の准教授として
活躍しています。 
 
Sun 9:15 – 10:00  Tatami Room 畳の和室 Eucharia DONNERY  ドネリ・ユーケリア 

Thai Kickboxing    タイ式キックボクシング 
  Kickboxing is for all ages and all levels of fitness- AND good for teaching speaking & research skills! It 
starts with a head-to-toe stretch routine, shadow-work, then controlled target-practice. Benefits include: 
improved balance, circulation, control, coordination, flexibility, muscle-tone, as well as total stress-relief! 
Wear comfortable clothes and no shoes. 

  キックボクシングは、年齢を問わずどのような体力レベルの方でも楽しむことができ
ます。そのうえ、教育に携わったり人前で話をしたり調査を行ったりする際のスキル開
発にも役立つものです。まずは頭から爪先までのストレッチから始め、次はシャドーボ
クシング、そして相手を交えて練習します。キックボクシングから得られるメリットは
多数あります。例として、バランスや血流が良くなる、自律性や協調性が得られる、柔
軟性が高まる、筋肉が鍛えられる、総体的なストレス改善ができる、等があげられます。
動きやすい服装で参加してください。靴を脱いで行います。 

 
   
Sun 11:40 – 12:00  Room 101   Annual WELL Meeting  WELL 会議 
    (Round-Up, Feedback, Planning & Farewells)（振り返り、次年度のこと、まとめ） 
 
From 12:00 Lunch and goodbyes   ランチ・解散   



 

KEEP IN TOUCH WITH WELL THROUGHOUT THE YEAR 

年間を通してWELLと連絡を取り合いましょう  

You can find information about conferences and retreats, future and past, at the WELL website on Weebly:  
http://welljapan.weebly.com/ 
Ø The call for participation will be posted there in the summer, and the program and registration information 

for WELL 2018 will be posted there in late autumn or winter. 
WELLers also exchange information and news about events happening throughout the year using Facebook 
and Yahoo. 
Ø If you are a Facebook user, find our group and ask to join: 

https://www.facebook.com/groups/332473704786/ 
Ø If you prefer to share information by email, join the Yahoo email list.  It's easy to subscribe--just send an 

empty email message to: welljapan-subscribe@yahoogroups.com.   
• If you later want to unsubscribe, send an empty message to: 

welljapan-unsubscribe@yahoogroups.com.  
• And if you have to change your email address, just unsubscribe with the old address, and join again 

using the new one.  
• Whether you are trying to subscribe or to unsubscribe, you will have to CONFIRM your request by 

replying to an automatic confirmation e-mail.  If you don't receive it, please check in your spam mail 
box. Note: The moderators of the email list cannot subscribe or unsubscribe you. You must do it 
yourself. 

• The e-list is part of the Welljapan Yahoo Group.  If you register as a Yahoo group member, in 
addition to receiving the e-list messages you will also have access to files uploaded by members and 
to archives of past messages.  At the group website, you can also manage your e-list options (so, for 
example, you can ask for daily digest messages instead of individual messages.) Directions for this 
are on-line at  <http://welljapan.org/join-us/directions-for-joining-the.html>. 
	  

Weebly 上にある WELL ホームページで、今後実施されるリトリートの情報を入手することができま
す。また、過去のリトリートの内容も見ることができます。以下をご覧ください。
http://welljapan.weebly.com/ 
Ø リトリートへの参加案内は、夏頃にホームページ上へ掲載されます。WELL 2018 のプログラム

と申込書は晩秋または冬に公開されます。 
WELL メンバーは、Facebook や Yahoo を通じていつでも情報交換しています。 
Ø Facebook アカウントをお持ちでしたら、こちらからグループに参加してください。 
https://www.facebook.com/groups/332473704786/ 
Ø ソーシャルメディアではなく E メールで情報を得たい場合、Yahoo のメーリングリストに参加して

ください。メール配信開始は簡単にできます。以下のアドレスに空メールを送ってください。 
welljapan-subscribe@yahoogroups.com 
• 配信停止の場合はこちらのアドレスに空メールを送信してください。 

well japan-unsubscribe@yahoogroups.com 
• ご自分のメールアドレスを変更したときは、配信停止アドレスに古い（変更前の）メールアド

レスを送信し、さらに、配信開始アドレスの方へ新しいメールアドレスを送ってください。 
• 配信開始・配信停止のいずれの場合も、自動送信されたメールを開いて確認処理を行っ

ていただく必要があります。もし自動メールが届かない場合、ご自分のメールボックスの迷
惑メールに入っていないかチェックしてください。メーリングリストの管理者側は配信開始・
停止の手続きを行うことができません。配信開始・停止は必ずご自分で対応ください。 

• メーリングリストは、Welljapan Yahoo Group の一部です。メーリングリストからメッセージを受
け取る手続きをしたほか、さらに Yahoo グループメンバーにも登録した場合、メンバーがア
ップロードしたファイルにアクセスすることや過去のメールを閲覧することが可能になりま
す。当グループのウェブサイトでは、メーリングリストのオプションをご自分で管理することも
可能です（たとえば、個々にメールを受け取るのではなく、毎日１回まとめて全メッセージを
受信するようにもできます）。詳しい管理方法は以下でご確認ください。 
<http://welljapan.org/join-us/directions-for-joining-the.html>.	  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        See you again next year! 
 
 
 
 
 
 
 

そうだ！次のWELLに 
友達を連れて行こうよ！ 

Next year I’ll spread the word and 
bring some new folk to WELL!! 

WELL 2018 

次回第 23 回ＷＥＬＬリトリート大会は 

2018 年 3 月 2–4 日 

Save-the-date for 2018 ~ March 2nd – 4th  

  Please share some good possible themes, topics and speakers. 
Give us your suggestions at the WELL meeting or on the 
questionnaire, and let us know if you're willing to give some time to 
help with the organization of WELL! 


