
     Disney this year was fantastic again!  Pictures are on Storey's Facebook and on the photo album 

inside www.storey-s.com. Already looking forward to going again next year. 

     We had our first BBQ of the year Saturday, July 1st (Canada day), and it was a lot of fun. Next time 

we will try to have it on Sunday so more people can attend. 

     Stephen, Kayla, and Joshua will be taking 2 students this year from Storey's to Canada for a 3 week 

homestay study tour.  It's gonna be great!   I encourage those interested next year to study as hard as you 

can.  The more you study, the better you get!  Work on your ABCs, Phonics, Sight words, Readers, and Eiken 

tests. Tomo, Chase and Flora will be going to PEI on September 1st this year.  

     As some of you already know, Desmond has decided to move back to Nagoya to be closer to his 

family.  We support Desmond's decision and thinks it's the best choice.  It was wonderful having him around 

the school, and we will miss him.    We found a lovely new female teacher who is going join us starting in 

September :)  More info to come.  Until then, Stephen will be taking over Desmond's Classes. 

  And, Vicky will be coming back to Storey's to cover Stephen's classes while he is in Canada July 

28th~August 4th.  Very exciting!!! 

 
 今年のディズニーランドバスツアーも大成功でした！ディズニーランドバスツアーの写真は、ストーリーズのFacebook、ホーム

ページのフォトアルバムに掲載していますので、ぜひご覧ください。もうすでに、来年が楽しみです。 

 今年初めてのBBQパーティが7月1日(土)、カナダデーの日に行われました。とっても楽しかったです。次回はもっとたくさんの人が

参加できるよう、日曜に開催したいと思っています。 

 スティーブン、ケイラ、ジョシュアと３週間のホームステイに参加する２人の生徒が、もうすぐ出発します。とっても楽しみです。

ホームステイに興味のある方は、来年に向けて、たくさん勉強してくださいね。やればやるだけ、上達します！アルファベット、

フォニックス、サイトワーズ、読書、英検など、頑張って練習してください。トモとチェイス、フローラも９月１日にカナダ・プリ

ンスエドワード島に出発します！ 

 ご存知の方もいるかと思いますが、デズモンドが自身のお子さんの近くで暮らしたいとのことで、彼の希望を尊重し、退職するこ

ととなりました。短い間でしたが、とても寂しくなります。9月から、新しく女性の講師が来る予定ですが、それまでの間はスティー

ブンが担当します。また、夏休み、スティーブンがカナダに行っていて不在の間7月28日～8月4日はヴィッキーがレッスンをしに来て

くれます。楽しみですね！！！ 
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 現在、夜の大人クラスが

満員となっています。振替

レッスンをご希望される方

が、一人でも多くレッスン

に来ていただけるよう、事

前からお休みすることが

分かっている場合は

eikaiwastoreys@gmail.com

に欠席のご連絡をいただ

きたいと思います。 

よろしくお願いします！ 

大人クラスのみなさん

にお願い！ 

Wakaba Kido               Ryushin Katsumata 

Karen Akiyama           Ayaka Matsumoto 

Ema Inami                  Kota Inoue                   

Hinata Saito               Noa Ishikawa 

Momoe Sano               Rion Saito 

Oga Ishikawa              Ema Fukasawa 

Ryo Akaike                Himeka Otsuki 

Jin Inami                    Koki Morikata 

Rio Uchino                  Yuna Taniguchi 

Mitsuko Oishi 

a few pics 
～Tokyo Disney Land 2017～ 

講師変更について 
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