


Rick Law

Congratulations Tadashi and wishing you continued successes!

Thanks! 
Rick

Disney EnglishCreative Services

 

 



Krista Wong

Dear Tadashi,
 
It was a pleasure working with you. Your great contribution and the effort you put into Disney English
are undeniable. Though we don’t want you to go, I wish you every success in your new position!
 
All the best,
Krista



Lynn Waggoner

Dear Tadashi,

Thank you for all of your efforts on behalf of Disney English.
The books that you helped to create and find their way into the retail marketplace will bring the joy of
learning to many Japanese children.
Your thoughtfulness and respect for the attention to detail needed in making an accurate English
language learning title will live on the shelves of families for many years to come.

Best of luck in the future, and all the best,

Lynn Waggoner

Vice President Content & Curriculum
Disney English



Courtney Silk

Dear Tadashi,
I wish you good fortune and much happiness in your new role. It has been a great pleasure to work
with you.

 

All the Best,
Courtney Silk



Thompson, Melinda L

Dear Kubota-san,
 
It has been a pleasure to work with you as you’ve built Disney English Licensing in Japan. Your
enthusiasm and creativity have worked wonders! 
 
Best wishes in your new role at Disney, I know you will continue to reach new heights!
 
“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.”
---Walt Disney
 
 Melinda



Julie Blore-Bizot

Dear Tadashi, 
 
It has truly been a pleasure dealing with you over distances and videoconferences and seeing the
first Disney English products launch in Japan. I think we can be proud of the quality of these great
books.
 
Wishing you the very best in your new role. I’m sure you will continue to do wonderful things for
Disney in Japan.  Warm regards, Julie Blore-Bizot
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Cheung, Keren

Hola Tadashi!
 
Ni Hao! Hello!
You’ve done such a great job in a short period of time. And it’s already time to say goodbye?
I’ll miss you! Good luck!
 
Best wishes,
Keren



Ai Miyauchi

久保田さんへ

 

短い間でしたが、これまで本当にありがとうございました。

数えてみると、お会いしてからまだ一年経っていないことに驚きます。
折々に温かい言葉をかけていただく度、常に見守ってくださっていることを実感し、とても楽し
く働くことができました。
密度の濃い、学びの多い時間を過ごさせていただき、感謝の思いでいっぱいです。

新たな場所でのますますのご活躍を、楽しみにしております。

宮内



Mio Ikeda

歌です。

==

なにが君のしあわせ　なにをしてよろこぶ
わからないままおわる　そんなのは　いやだ！
忘れないで　夢を　こぼさないで　涙
だから　君は　とぶんだ　どこまでも
そうだ　おそれないで　みんなのために
愛と勇気だけが　ともだちさ

ああ　アンパンマン　やさしい　君は
いけ！　みんなの夢　まもるため
==

愛と勇気だけをともだちにがんばりましょう。

やなせたかしバンザイ



Midori Hagiwara

久保田さん

短い間でしたが本当にお世話になりました。久保田さんの優しい雰囲気に、そのきれる頭は同
じチームのリーダーとして尊敬するものでした。一緒に働けてすごく勉強になりました。去年か
らプライベートで私もいろいろありましたが、理解を示してくださり、特に今回の妊娠の際には
融通をきかせた対応をしてくださり本当に助かりました。ありがとうございます。今後は新た
なチャレンジになりますが、久保田さんならどこに行っても大丈夫。がんばってください！私も
仕事から離れてまずは無事に出産して良いお母さんになれるように頑張りたいと思います。また
何かの機会でご一緒できる機会がもしあればぜひよろしくお願いします。久保田さんのご活躍を
心よりお祈り申し上げております。

 

萩原緑



ELL Japan Team


