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What are the Magi? I’ve been asked this question 
quite a few times in the making of this show. 
Answering it has been a little complicated. On one 

hand we can be very literal and simply refer to the classical figures found in the Bible 
-- the Three Wise-Men bearing gifts for newborn Jesus. Or we can be a little more 
introspective and consider what O. Henry meant by Magi.

Jim and Della are poor but pure of heart. All they want is for the other to be happy, 
and they will make great sacrifices to see it so. They will relinquish their most valued 
possessions just to show the other how much they care. They give of themselves 
wholly and completely. There is no greater gift than the gift of yourself, and this is 
the essence of Magi.

Nagoya Players’ theme for our 2019 Season has been Inclusivity & Accessibility. 
From the onset we wanted to produce a Christmas show as we felt the holiday 
embodies these ideals. Not everyone celebrates Christmas and quite a few don’t 
know much at all about the holiday. Christmas’s evolution is intriguing, to say the 
least, but its origins are steeped in tradition and morality. We wanted a show that 
reminded people of the True Spirit, a show about thoughtfulness, sacrifice and love. 
O. Henry’s classic tale is perhaps the epitome of all these things, and a fantastic way 
of bringing to a close a phenomenal year for our group. We present for you today, 
Jon Jory’s adaptation of The Gift of the Magi. -- Shawn Mahler, Artistic Director

「賢者とは何か？」この劇を制作しながら何度も自問しました。その問いに答えるのは簡単
ではありません。一つの答えは、文字通り聖書に出てくる有名な人物、生まれたばかりのイエ
スに贈り物をした「三人の賢者」でしょう。でももう少し考えを深めて、オー・ヘンリーが「賢者」
に込めた本当の意味を探ってみたいと思います。

ジムとデラは貧しいけれど清らかな心を持っています。二人は互いに相手の幸せだけを願っ
ており、そのために大きな犠牲を払います。それはどんなに相手を大切に思っているかを示
すため、それぞれが一番大事にしている物を手放す事でした。彼らは全身全霊で自らを捧
げます。これより素晴らしい贈り物があるでしょうか？それこそが「賢者」が意味するものだと思
います。

今年度、名古屋プレイヤーズは「誰もがみな楽しめること」をテーマに活動しています。私達は
当初からクリスマスに関する劇を上演したいと考えていました。なぜならクリスマスはこのテー
マにふさわしい季節だと思うからです。誰もがクリスマスを祝うわけではなく、またこの祝日の
持つ意味について知らない人も多いでしょう。クリスマスの祝い方は時代と共に変わってい
ますが、その起源は古くから伝わる普遍的な倫理です。思いやりと献身と愛を描いたこの劇
を見て「真のクリスマス精神とは何か」をもう一度考えてみて下さい。このオー・ヘンリーの名
作はそれらを全て余す所なく表現しており、私達の記念すべき1年を締めくくるに相応しい
作品です。ジョン・ジョリー翻案による私達の「賢者の贈り物」をお楽しみ下さい。
-- 名古屋プレイヤーズ芸術総監督　ショーン・マーラー

Director,s Notes



Education The need for English education in Japan is ever-
increasing. We have developed our The Gift of the 
Magi Bilingual Picture Book in order to reach and 

motivate as many children as possible. We want them to experience 
the joy of learning through reading and performance! We have many 
great FREE learning resources and textbooks on our website. Currently 
available in English, 日本語, Português (Brasil), Tagalog, Français, Русский, 
Español.

オー・ヘンリーの名作「賢者の贈り物」が多言語（本版は日英）の絵本になりました。日本
語版と英語版に加えて、ポルトガル語、タガログ語、フランス語、ロシア語の翻訳もあります。ウ
ェブサイトからはこれら絵本やその他の英語教材が無料でダウンロードできますので、ぜひ
ご利用ください。その他、韓国語、中国語、スペイン語も準備中です。
英語教育の重要性が今後ますます高まる中で、一人でも多くの子供たちが英語に触れ、
本や演劇を通して英語を学ぶ楽しさを体験できるよう願いを込めてこの本を制作しました。

As an active community theater, 
over the past forty years we’ve 
learned that the preservation and 

success of the theater arts relies heavily upon sharing 
knowledge and honing the craft. Therefore, in addition 
to the many thrilling shows we produce, we also host 
workshops and training seminars to help current and 
future generations of artists in their pursuits. Part of our mission is to ensure a 
community space will always be available for artists wishing to work in this wonderful 
medium. 

私たちは過去40年にわたり劇団として活動してきましたが、そ
の中で学んできた事を次世代へ伝えていく事が大変重要だ
と考えます。ですから公演だけでなくワークショップやセミナー
などを開催して、私たちの知識と経験を次世代の方々にも継
承していただけるよう取り組んでいます。私たちの使命の一つ
は次世代の演劇人を育てることであり、そのためにも彼らが
交流できる場を提供していきます。

Workshops
Visit nagoyaplayers.org/education/textbooks to download your copy

nagoyaplayers.org/workshops/



ART & ENGLISH
SINCE 1980

五感を使って学ぶ英会話！！
英語の基本は幼児期から聞いて見て触って
味わって体感しながら身につけます。

ワークショップ  ¥1000/回
Mummy & Me Music (0歳～)
Mummy & Me Art (2歳～)
Dance in English (5歳～)
Act in English (5歳～)
本コース
Art & English Course
English Course
Art Course

英語で指導する絵画造形教
室と英会話がドッキング

ipeacademy.com                 facebook.com/IPEArtAndEnglish

052-712-6200                                                info@ipeacademy.com

  1回から参加OK！追加受講可！

ActingActing
ininEnglishEnglish

Q:演劇スタイルとは？ A:演劇手法を取り入れた指導の事で、人前で演劇する事ではありませんよ！
Q:ワークショップとは？A:体験型の学習スタイルです。様々な分野で行われており、創造性が生まれたり、

   新しい気付きが生まれたりします。

まずは
体験して
みませんか？

まずは
体験して
みませんか？

MatusakaEnglish.com

人数に限りがあります。お申し込みは、メール、QRコードまたはお電話で。

☎090-6599-1452☎090-6599-1452
info@matsusakaenglish.com

Matsusaka
English

演劇スタイルで楽しく
遊びながら英語を体験しよう！
演劇スタイルで楽しく

遊びながら英語を体験しよう！

in

12月14日、15日、21日、22日、25日
26日、27日、28日

2019年

1月5日、6日、7日、11日、18日、19日2020年

三重県津市 サオリーナ

5歳～13歳 90分
演劇手法を用いた英語ワークショップ

日程/場所

内　容

時　間対　象

津市

帰りの車では大興奮で、
楽しかったようです！

また行きたいと言っています。
来月もよろしく
お願い致します

帰りの車では大興奮で、
楽しかったようです！

また行きたいと言っています。
来月もよろしく
お願い致します
S.くん 5歳のママS.くん 5歳のママ

第４シリーズ
2月松坂市で
第４シリーズ
2月松坂市で

第３シリーズ第３シリーズ

2020年1月４日（リハーサル）、25日（公演日）両日参加（津リージョンプラザ）をお願いします。



www.wiz-english.com
TEL 052-263-0755　FAX 052-263-0766

◎ サカエチカ
　⑦番出口すぐ

ガスト

⑦番
サカエチカ

ウィズ

栄　校

桑山ビル9F
ウィズ

◎ 地下鉄
　①番出口すぐ

桜通り桜
通
口

名
古
屋
駅

名古屋中央郵便局
ＪＰタワー

東洋ビル

ミッドランド
スクエア

大名古屋
ビルヂング

名鉄

①番出口

名古屋駅前校

ウィズイングリッシュアカデミー

【栄校】 
名古屋市中区栄3-4-15　鏡栄ビル6F

【名古屋駅前校】  
名古屋市中村区名駅2-45-19　桑山ビル9階 

楽しくなければ勉強ではない！

TOEIC®スコア、上げます！

12月21日（土）
17：30～19：30 場所：名古屋駅前校

ウィズが初めての方は、グループ英会話レッスンが

3回3,000円3,000円
英会話3回お試しトライアル！英会話3回お試しトライアル！

TOEIC®のコツ、無料セミナー！TOEIC®のコツ、無料セミナー！
初心者歓迎

HPから簡単に
お申し込み
できます。

満点講師の
私が伝授します！
ウィズ校長　西村恵美
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10%
OFF

with purchase
over ¥2500

present this coupon to get 

www.shooters-nagoya.com052-202-7077
Mon-Thu 5pm-1am  Fri 5pm-3am  Sat 11:30am-3am  Sun 11:30am-1am

TV's Pool

FREE Wi-Fi

Darts

coupon





Aesop,s Fables
Previous Production 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’. Nagoya 
Players wants to refocus 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 practice of building shows around 
language education and introducing 
culture through stageplay.

「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。

Written by James Brock
Directed by Shawn Mahler



Nagoya Players is made up of a committed volunteer group of 
talented artists and performers. We are very international with 
members from all over the world. No experience is necessary. 

Our veteran members are happy to help, guide and train the next generation. 
No membership fees. All you need is a passion for English and performance! 
Email nagoyaplayers@gmail.com to join us on our next production.

名古屋プレイヤーズは、世界中からのアーティストやパフォーマーで構成された国際
的なボランティアグループです。 老若男女どなたでも参加でき経験の有無も問いま
せん。ベテランのメンバーが手ほどき致します。 会費は無料。 少しばかりの英語とパ
フォーマンスへの情熱さえあればどなたでもご参加いただけます！興味のある方は 
nagoyaplayers@gmail.comにご連絡ください。お待ちしています。

Join Us

Since 1975




