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Fostering the Next Generation
人を育て未来に繋ぐ



Our theme for 2020 is Fostering 
the Next Generation. Through our 
partnerships, shows and workshops we 

have created a foundation to expose the younger generation 
to the theater arts. We seek to provide them with the space and 
opportunity to explore the medium. 
It is our hope the next generation of 
artists will embrace theater and all the 
wonderful potential for storytelling 

through performance. And for our Japanese youth, we want 
them to understand that language is not a barrier. English 
can be fun and exciting if combined with stimulating and 
purposeful activities.

2020年は「人を育て未来に繋ぐ」が活動の目標です。数々の共同プロジェ
クト、公演、ワークショップを通して、私達は若い世代が演劇に親しめるよ
うに土壌を作ってきました。そして、今、この魅力的な芸術分野で活躍した
い次世代若者たちに、場所と機会を提供したいと考え
ています。未来のアーティスト達が、演劇を通して舞台
芸術と語り芸の持つ素晴らしい可能性を実感してく

れたら、こんなに嬉しいことはありません。日本の若い皆さん、言葉の事なら心配し
なくて大丈夫です！楽しくて意義のある活動の中でたくさん英語に触れて英語での
コミュニケーションによる世界の広がりを体験してみてください！

Fostering the Next Generation
人を育て未来に繋ぐ

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 exciting 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.

過去４５年に渡る演劇活動を通し、この芸術活動を次世代に継承していく
ことが重要だと学びました。そのためには公演と観劇だけではなく、ワーク
ショップやセミナーなどを開催し次世代の方々に名古屋プレーヤーズが培
ってきた技術や技を継承してもらいたいと願っています。私たちの使命の一
つは未来の演劇家を育てることです。それぞれの企画は無料で公開し演劇
活動を将来に繋いでいけるよう活動していきます。

Workshops•ワークショップ



Nagoya Players’ English Education Initiative 
(EEI) has been developed to encourage a life-

long love of language study in the residents of Aichi. From youth to 
adults we are designing original textbooks, creating study-guides and 
organizing events to aid language learners in their pursuit of mastering 
English. With each Nagoya Players’ show we organize Kids, Beginner, 
Intermediate and Advance programs. By combining English with 
stageplay and performance we’ve developed a unique methodology 
that makes English study interactive, fun and purposeful! 

EEI(ナゴヤ・プレイヤーズ英語教育推進事業）では英語習得を目指している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。 私たち名古屋プレイヤーズは 「子供」から「学生」「成人」まであらゆるレベルに合わせた英語学
習教材を作成し英語環境を提供しサポートしています。 各種教室、学校、会社、その他団体様で名古屋プ
レイヤーズが提供する英語学習イベントを主催されたい場合は名古屋プレイヤーズまでご連絡ください。

Nagoya Players Junior is dedicated to 
providing English entertainment and education 
opportunities for youth in Aichi. Children who 
participate in NP Jr will gain valuable exposure 
and real-world experience with both the 
English-language and the performing arts.

Through our series of custom-designed workshops we teach children 
the basics of acting, singing, and dance! They can then use these skills 

to perform in shows where they will be the stars!

The NP Jr program is great for children to develop confidence, language-skills and arts 
appreciation!

地域の子供たちに英語のエンタテーメントと英語教育の環境を提供するために名古屋プレイヤーズ・ジ
ュニアが発足しました。名古屋プレイヤーズ・ジュニアに参加された子供たちは実践的な英語環境やパフ
ォーミングアートを通して自己表現する機会を実体験することができます。英語で演ずるためのオリジナ
ル教材を開発し、楽しみながら英語が身につく一石二鳥のプログラムを用意しています。

去年から始まったワークショップでは、アクティング、歌、ダンスの基本を指
導しています。ステージに立って英語で表現する経験ができるって素晴らし
いですね。

名古屋プレイヤーズ・ジュニアは芸術を楽しみながら子供たちの英語の活
用力を伸ばせるようにプログラムを企画しています！！

Education• 教育



Nagoya Players was born out of a 
need and desire for English theater 

in Aichi. Stageplay is one of the oldest and purest forms of 
performance. It is a demanding medium but a powerful one. Japan’s 
legacy of theater and performing arts is strong and vibrant. We are 
honored that our English-language shows have become a valued 
contribution for our local community.

Being based in Japan, however, presents a few hurdles for an 
English speaking group. And so, we’ve had to become more than 
just performers. We are also educators with the majority of our 
membership throughout the years being professional teachers 
and language instructors. With each of our shows we promote 
language-education side by side with arts-education. These two 
areas have historically been underserved in Japan and so we have 
taken on the challenge of increasing awareness and participation.

We are a learning theater and no experience is necessary to join. Our veteran members are 
happy to teach and guide the next generation of artists. It is our mission to pass on our 
knowledge and expertise so that Nagoya may always have an English-language community 
theater to enjoy.

こうして生まれた名古屋プレイヤーズは名古屋で一番古い劇団の一つとして、地
域のニーズに応え皆様に愛されて今日まで演劇活動を継続して来られたました。
そして、この英語劇団が地域の方々の芸術と教育分野の促進・貢献できることを
誇りに思います。

しかしながら、日本での英語活動には数々のハードルを乗り越えなければいけま
せん。劇団員の殆どが大学教授、英語教師、英語講師と英語教育に携わっている

人達であることを踏まえて英語劇を演ずるパーフ
ォーミングアートの伝承だけではなく、英語教育にも特化した英語人を育てる活
動を推進しています。

名古屋プレイヤーズは演劇活動を学ぶ劇団です。老若男女、国籍を問わず、どな
たでも参加いただけます。経験者が次世代のアーティストを育てていく学び小屋
なのです。経験者が培ってきた技術や知識を次世代に受け継いでもらい、演劇界
の裾野を広げていくこと、そして、それを英語で行い英語教育に結びつけること、

これらが私たちのミッションなのです。

私たちの活動に賛同いただける方、関わってみたい方、ご連絡お待ちしています。

Mission•ミッション


