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この語学教材は、名古屋プレイヤーズの演劇「賢者の贈り物」（ジョン・ジョリー翻案）の協
力事業として製作されました。この事業は名古屋プレイヤーズによる

「英語教育イニシアチブ」の一環です。詳しくはこちらをご覧ください。



“Доллар 87 центов!
Завтра Рождество!”

 
たった1ドル87セント！

明日はクリスマスなのに！
あした
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Джим и Дэлла были бедны.
Они жили в маленькой комнате.

ジムとデラは貧乏でした。

2人は小さな部屋に住んでいました。
びんぼう

ふたり ちい へや す
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У Дэллы были красивые волосы. У 
Джима были хорошие золотые часы.

デラの髪はとてもきれいでした。

ジムはすてきな金時計を持っていました。
かみ

きんどけい も
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Дэлла пошла в парикмахерскую.
“Вы купите мои волосы?”

デラは美容院に行きました。

「私の髪を買ってくれますか？」
びょういん い

わたし かみ か

10



11 



“20 долларов...” Дэлла купила 
золотую цепочку для часов!

「 20ドルだね...。」

デラは時計用の金のくさりを買いました。
とけいよう きん か
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У Дэллы больше не было
красивыхволос...Джим был удивлен!

デラのきれいな髪はもうありません。

ジムはびっくりしました。
かみ
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“Где твои волосы?”
“Их больше нет...”

「君の髪はどこ？」 

「もうないの...。」
かみ
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Джим подарил Дэлле подарок. 
Это были золотые заколки!

ジムはデラにプレゼントをあげました。

それは金のくしでした！
きん
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“Они прекрасны! 
Спасибо, Джим!”

「なんてすてきなの！

ありがとう、ジム！」
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Дэлла подарила подарок Джиму. Это 
была золотая цепочка для часов.

デラもジムにプレゼントをあげました。

それは時計用の金のくさりでした。
とけいよう きん
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“У меня нет часов...
Я продал их.” “О нет, Джим...”

「もう時計はないんだ...売ってしまったよ。」

「なんてこと、ジム...。」
とけい う
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“Всё в порядке. 
Мы любим друг друга!”

「大丈夫だよ。

僕たちは愛し合ってるからね！」
だいじょうぶ

ぼく あい あ
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GLOSSARY• 用語集
Русский
Завтра
бедны
жили
красивые
золотые
часы
пошла
купите
купила
удивлен
Где
подарил
заколки
прекрасны
У меня нет
продал
любим друг 
друга

日本語
あした
びんぼうな
~にすんでいる
きれいな
金（きん）
とけい
行った（いった）
買う（かう）
買った（かった）
びっくりする
どこ
あげた
くし
すてきな
もっていない
売った（うった）
愛する（あいする）

Example
明日はクリスマスなのに！
ジムとデラは貧乏でした。
2人は小さな部屋に住んでいました。
デラの髪はとてもきれいでした。
...すてきな金時計を持っていました。
...すてきな金時計を持っていました。
デラは美容院に行きました。

「私の髪を買ってくれますか？」
..時計用の金のくさりを買いました。
ジムはびっくりしました。

「君の髪はどこ？」
ジムはデラにプレゼントをあげました。
それは金のくしでした！
なんてすてきなの！
もう時計はないんだ...。
売ってしまったよ。
僕たちは愛し合ってるからね！
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We firmly believe that early exposure to English is a key indicator 
for future success. Children who develop foreign language skills 
early in life routinely show improved performance at school and gain 
access to better career opportunities. With each Nagoya Players’ 
show we also organize Kids, Beginner, Intermediate and Advance 
English programs to encourage everyone to further pursue their 
studies.

EEI ( ナゴヤ・プレイヤーズ英語教育研究会）では英語習得を目指しているの方々
が楽しみながら英語をマスターできるようサポート活動しています 生きた英語を

身につけるにはなるべく早い段階で英語環境を作ることが鍵だと考えます バイリンガルの子供達は月
齢が早い段階で、その外国語環境を整えることにより外国語を身につけています。それは将来に向けて
の揺るぎない財産になることは間違いありません。そこで、私たち名古屋プレイヤーズは 「子供」「初級」

「中級」「上級」を対象にしたプログラムを作成し英語環境作りをお手伝いして参ります。



English Theater & Christmas Music. The classic story 
of gift-giving and personal sacrifice by O. Henry has been 
adapted for stage and given a romantic and comical spin 
by playwright Jon Jory.

英語劇とクリスマスソング。オー•ヘンリーの代表作となった短編小説
「賢者の贈り物」ジョン・ジョリーによる脚本。この物語はデラとジム
という貧しいカップルがお金を工面してクリスマスの贈り物を準備す
るのだが、自己を犠牲にして相手を思いやることによって行き違いが
生じてしまう。クリスマスの代表的な演目。 

Nagoya Players has been a staple of Nagoya’s 
international theater community for over forty years with 
over eighty shows produced. We have created a wide 
variety of shows from Shakespeare, to Dickens, to the 
Vagina Monologues, to Japanese folklore like The Red Oni 
who Cried, and even several original scripts written by 
expatriates in Nagoya. Please join us at one of our shows!

名古屋プレイヤーズは名古屋の英語演劇の重鎮として４０年以上にわたり約８０回の公演をしてきまし
た。その演目はシェイクスピアに始まりチャールズ・ディケンズ、ヴァギナ・モノローグス、泣いた赤鬼など
の日本昔話、その他名古屋在住外国人によるオリジナル作品など様々です。今後も名古屋における国際
文化交流の一環として活動していきます。一緒に活動してみたい方のご連絡をお待ちしています。

2019年12月7日（土）８日（日）
東文化小劇場

Higashi Playhouse

English with
Japanese Subtitles
日本語字幕付き英語劇


