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イソップ総監督からのご挨拶

Aesop’s Fables marks the beginning of 
a new era for Nagoya Players. When we 
started this project over one year ago 
there were many things we realized needed 

changing. Yet, at the same time, there were core elements of our group we wanted to maintain and 
develop for the future.

Our driving philosophy for 2019 is ‘Inclusivity & Accessibility’. We want to focus our efforts on shows 
that can be seen and enjoyed by a wider audience. We specifically want to invite in an audience of 
Japanese English-language learners. We’re returning to our roots of designing shows around language 
education and introducing culture through stageplay.

We also want to better serve the younger generation as well as the older population. And so we’ve put 
family entertainment at the forefront of our decision-making. Trying to achieve all of these goals can 
be a bit challenging but we feel we’ve done well with our first selection of the season.

Aesop’s fables are over 2500 years old and have been translated into every major language around 
the world. They have impacted philosophy, society and conversation in countless ways. In the modern 
day they are considered children’s literature, but they were first written down during a time of slavery 
and oppression. Originally the fables were a tool for the powerless to speak their minds and convey 
their worldview. So clever and effective were these stories that the powerful adopted them for their 
own purposes. They were eventually reinterpretted and manipulated to explain the machinations of 
nobility and government. Their final evolution has seen the fables integrated into the world’s education 
systems, to be used as the building blocks of morality for our youth. Very few stories have survived 
and spread across human civilization like those of Aesop. They have spanned culture and time. Aesop 
has left an everlasting mark upon humanity. We’re very proud to perform these amazing tales for you. 
As you watch the fables today, reflect on their origins and their meaning. You will be surprised at how 
deep and complex they truly are. - Shawn Mahler, Artistic Director Nagoya Players

「イソップ物語」は劇団名古屋プレイヤー
ズにとって、新しい時代の幕開けとなる記
念すべき作品です。約1年前にこのプロジェ

クトを立ち上げた時、私達は様々な面で変化が必要だと気づきました。しかし同時に劇団として変わ
らず大切にし、未来に向けて発展させたい根幹的なものも確かにありました。

2019年は「誰もが楽しめる劇」をテーマに活動して参ります。名古屋プレイヤーズは演劇をより幅
広い層に見て楽しんでもらえるよう、活動を新たな視点から見直します。特に英語を学んでいる方々
には是非見て頂きたいと考え、英語教育を目的とした劇の制作と演劇を通じて文化紹介するという活
動に、私達は立ち戻る事にしました。

私達はまた大人だけでなく、もっと若い世代の皆さんにも楽しんでもらいたいと願っています。その
為何かを決める際は、家族全員が楽しめるかどうかを基準にしました。これら全ての目標を達成する
のはかなり難しい事ですが、初めての試みとしては素晴らしい作品が出来たことを誇りに思います。

イソップ物語は2500年以上前に書かれ、世界中の主要言語全てに翻訳されています。この物語は哲
学、社会全般から日常生活に至るまで、実に多彩な影響を与えています。今日イソップ物語は児童文
学と考えられていますが、最初に書かれたのは奴隷制と抑圧の時代でした。そもそもこの寓話集は、
力を持たぬ者が自分の思いを述べ、世界観を表現する為の手段だったのです。これらの物語はとても
気が利いていて効果的だったので、後には権力者層も自らの目的達成の為に使うようになりました。
それは解釈を恣意的にねじ曲げ、貴族階級や政府の陰謀を大衆に向けて都合よく説明するためのもの
でした。最終的に、この物語は世界中の教育制度に取り入れられ、子供たちの道徳心を養う為には欠
かせない教材となりました。イソップ物語のように長い間、あらゆる人類の文明において読み継がれ
た物語は他にまず類を見ません。この寓話集は文明や時代を越えて広がったのです。イソップは人類
の歴史に不滅の足跡を残しました。私達はこの素晴らしい物語に基づく劇をお届け出来る事を大変誇
りに思います。今日は劇を楽しみながら、この物語の起源や意味するものにも思いを巡らせてみて下
さい。きっとイソップ物語の持つ深さと複雑さに驚かれることでしょう。



ナゴヤ・プレイヤーズは名古屋
を拠点とした英語劇団です。	
４０年以上にわたり約８０回の
公演をしてきました。今後も名
古屋で多くの方に英語劇を観劇
していただけるよう、また国際
文化交流の場を提供できるよう
活動していきます。そんな私た

ちと一緒に活動してみませんか。私たちの活動は
全てボランティアの方々で構成されています。制
作からプロモーションに至る全ての過程において
皆様のご協力によりに支えられています。今後も
変わりなく多くの方々からのご支援ご協力を賜り
ますよう宜しくお願い致します。

Nagoya Players has been a mainstay of Nagoya’s 
international theater community for over 40 
years with over 80 shows produced. Our mission 
of bringing the magic and excitement of live 
theater and English language performance to 
Nagoya continues to this day. Please join us 
for our next performance. We are a volunteer 
organization and operate on a not-for-profit 
basis. All proceeds from our shows and events 
goes towards covering production costs and 
providing funding for the future. Your continued 
patronage and support is greatly appreciated.

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。	

Nagoya Players’ English 
Education Initiative 
(EEI) has been developed 
to encourage a life-long 
love of language study in 
the residents of Nagoya. 
From youth to adults we 
are creating materials 
and organizing events 
that will aid learners 
in their pursuit of 
mastering the English 
language. And have fun at the same time!

English Workshops
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「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。

We firmly believe 
that early exposure 
to Englisth 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. So with each Nagoya 
Players’ show we also organize Kids, Intermediate 
and Advance English programs to encourage 
everyone to further pursue their studies.

nagoyaplayers.org/workshops

Aesop Video-Storybook
子供達の想像の世
界はとても頼もし
いです。名古屋プ
レイヤーズはIPE
アカデミーとコラ
ボしイソップ物語
ビデオストーリー
を制作しました。

５歳から１０歳の子供達が５つのグループに分か
れ、各グループが一つのお話の絵を描きました。
始めにお話を英語で勉強し、描きたい場面を自ら
選び、背景を描き、登場する動物を布の切り絵で
仕上げました。

It’s fascinating to see the minds of children at 
work. Nagoya Players collaborated with local 
art and language school 
IPE Academy to design a 
project that would combine 
English education with 
the visual arts. And what 
resulted is the very wacky, 
yet very intriguing, Aesop 
Video-Storybook.

nagoyaplayers.org/study-aesop



GeoffreyGriggsPhotography.com
こんにちは！ジェフ
と申します。アメリ
カ・カリフォルニア
出身で、２０年間日
本に住んでいます。
ビジネス、ポートレ
ート、結婚、家族、
マタニティー、イベ
ントなどの写真撮影
をぜひおまかせ下さい。英語も日本語もOKですの
でお気軽にご相談下さい。ご連絡お待ちしていま
す。	

If you’re looking for stress-free portrait, family, 
wedding, maternity, business or event photos for 
the Chubu region of central Japan, taken at your 
home or a location of your choice, leave it to me. 
And, if you are just visiting Japan, let me suggest 
the perfect scenic location to suit your needs. I 
speak both English and Japanese so don’t hesitate 

to contact me! 

Arimatsu Shibori - Shoji Fujii
今回のイソップ物語
は日本の伝統美と西
洋劇が巧みにコラボ
レーションされてい
ます。	絞染アーテ
ィスト	藤井祥二さん
がこの劇作品のため
に伝統的な有松絞り
を使って登場する動
物の衣装をオリジナ
ルに仕立て上げまし
た。

Blending Japanese 
aesthetics with 
Western stageplay 
was a huge 
inspiration for 
Aesop’s Fables. 
Renowned shibori-
some artist Shoji 
Fujii has created a 
series of one-of-a-
kind animal costumes 

that combine traditional and modern tie-dying 
techniques. The level of detail that has gone into 
these costumes is stunning. They are truly works 
of art!











The International 
Christian Academy 
of Nagoya is a Christ-
centered school that 
impacts the world by 
providing students with 
an education based on 
a biblical worldview 
in an environment of 
academic excellence, 
while cultivating respect 
for people of all cultures 
and religions.

Tel/Fax: 0561 - 62 - 4196

www.icanjapan.org

名古屋プレイヤーズはプロの手品師ジョー・ハインドマン
氏をお迎えして「Mr. Joe’s ESL Magic Class」を開催しま
す。マジックだけでなく英会話まで習えるこのワークショップ
は、Mr. Joeの現代的で素晴らしいマジックとイリュージョン
のショーで始まります。

Join Nagoya Players for a family-friendly, fun-filled 
hour of magic. You’ll be treated to a magic show that 
will both amuse and amaze. Joe Hindman will present 
a program that includes cutting-edge modern magic 
and illusions. You’ll see magic that Joe 
has learned from master magicians and 
continued to perform for decades.

nagoyaplayers.org/esl-magic-class

Follow	Us	on	Social	Media
Cast	will	be	available	
for	photos	in	the	
lobby	after	the	show.	
Remember	to	share!	
#nagoyaplayers

高橋かがり　　英語
講師　通訳　翻訳
TOEIC、英検対策か
らやり直しの英会話
まで様々なニーズに
お応えします。また産
業翻訳及び通訳も致
します。

kamyth2050@gmail.com
090-8334-6634



An Evening of fun and games 
with the Cast & Crew of 
Aesop’s Fables

初心者からどなたでも楽しめるよ
うに企画しています
勇気を出してドアをたたいて見て
ください
キャストが温かく迎えてくれますよ

Saturday, April 6th
19:00-21:00
Xlingual Fushimi





SYNOPSIS•物語の概要
This 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.

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り行き違いが生じてしまう。クリスマスの代表的な演目。

AUDITIONS•オーディション
Seeking actors, singers, musicians, dancers and crew.

This is an Open Call. We are looking for performers of all levels. Beginners are 
welcome. Our shows are designed to give opportunities to first-timers. Training and 
skills development are offered throughout the course of the production.

俳優、歌手、ミュージシャン、ダンサー 、 スタッフ、経験有無は問いません。

次回公演での出演者を幅広く募集しています。当劇団は初めての方でも大歓迎。演技指導のトレー
ニングも行っておりますので、安心してご応募ください。

Uchiyama Community Center
April 20-21, 10:30-20:00

RSVP•ご予約
nagoyaplayers.org/the-gift-of-the-magi




