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Language Education Materials designed in conjunction with Nagoya Players’ production 
of Aesop’s Fables. These materials are part of Nagoya Players’ English Education Initiative. 
For more information visit: 

この教材は名古屋プレイヤーズ教育活動の一環として作成しております。詳細につきましてはこちらをご
覧ください。

NagoyaPlayers.org/education
©2019 by Shōn Sensei

Published by Nagoya Players Press
Second Edition 2020

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or 
transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other 
electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher.

If you would like permission to use material from this book, please contact the publisher 
at Info@NagoyaPlayers.org.

ここに掲載中の教材は、名古屋プレイヤーズの許可・承認なく印刷、録音など、複製、配布、送信、メディア
等全てに無断で使用することを禁止いたします。

掲載中の教材を使用希望の場合は、出版元Info@NagoyaPlayers.orgまでご連絡ください。

Please note that English and Japanese versions of the original stories have been adapted 
for young readers. We have tried to remain as faithful as possible to the original source 
but in some cases there may be differences to accommodate nuances, fluidity and 
modernity. Author, translator and publisher made every effort to ensure accuracy. We 
therefore take no responsibility for inconsistency and minor errors.

この教材は小・中学生に向けて英語と日本語でわかりやすく翻案しています。原本にできる限り忠実に脚
色、翻訳、編集を試みておりますが、多少のニュアンスや表現が微妙に沿わない場合もあるかもしれませ
ん。その点においては責任を負いかねますことご了承くださいませ。

http://NagoyaPlayers.org/education
mailto:Info%40NagoyaPlayers.org?subject=
mailto:Info%40NagoyaPlayers.org?subject=
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About This Book
Aesop is one of the world’s oldest and most beloved storytellers. The stories 
featured in this book are adaptations of some of his most famous works.

These stories were originally featured in Nagoya Players’ 2019 production 
of Aesop’s Fables. This book was created as complimentary self-study ma-
terials to prepare language learners for the show.

The English has been simplified for Japanese language learners ages 12+. 
Vocabulary and grammar structures have been specifically chosen to match 
the language used during the live performance Aesop’s Fables.

イソップ物語は世界で最も古く愛読されている作品の一つで、数あるお話の中から５話を脚
色を加えてこの本を作成しました。

これらのストーリーは２０１９年名古屋プレイヤーズ企画「イソップ物語」で公演されたもの
で、英語劇の理解が深まるように観劇する前の予習教材として作られました。

１２歳以上の英語学習者を対象にシンプルな英語で表現され、実際の演劇で使われる英
語とマッチするように語彙や文法を厳選しています。

https://nagoyaplayers.org/shows/aesops-fables/
https://nagoyaplayers.org/shows/aesops-fables/
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How To Use This Book
For Teachers and Parents

The bilingual text found in this book is available for both English 
and/or Japanese learners. The mirrored text is very useful for 
cross referencing the language and vocabulary.

For students below reading age and/or ability we encourage 
teachers and parents to read the story out loud to them. 
Otherwise, please have the student(s) read the story to you.

Please use the following steps as a guide for a simple English 
and/or Japanese lesson:

Begin with the illustration. Ask the student(s) questions 
about the illustration, eliciting key vocabulary and phrasing.
Continue by reading the story, highlighting key vocabulary 
and phrasing.

After reading, ask one or two quick follow-up questions 
about the story to check for comprehension.

For stronger students, ask additional questions with the 
key vocabulary and phrasing allowing the student(s) to 
demonstrate their ability to manipulate the language.

Repeat these steps for each of the story pages.

Once the story is complete, read the story again at natural 
speed, with appropriate resonance and register.
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この本の使い方
英語指導者または保護者の方々へ

このバイリンガルテキストは日本語学習者と英語学習者に向けて作成さ
れ、イラストと英語と日本語が肩ページ又は両開きに分かりやすくレイア
ウトされています。

学習者が読解レベルに達している場合は、音読をお勧めいたします。もし、
学習者ご自身で読めない場合は、指導者または保護者の方が読んであげ
てください。

音読をするにあたり、効果的な方法をご紹介します。

まず、イラストから始めましょう。イラストを見ながら、単語や表現を
学習者自信が発話できるように促してください。
その後、本文を読み、単語や表現の確認をしてください。

読み終わったら、内容についてQ＆Aをしてみてください。

本文の難易度が低すぎる場合には、学習者が自発的に本文に出て
くる単語や表現を使って会話ができるように促進してください。

このステップを各ページ繰り返してください。

この方法で最後まで熟読し終わったら、自然なスピードと抑揚をつ
けて再度音読をして見てください。
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Fox & Lion
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Isana, Age 8

Fox & Lion

One day the Fox saw
a Lion in the forest. 

ある日、キツネは森の中でライオン

に会いました。
あ

ひ もり なか
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Fuga, Age 8

Fox & Lion

に

みこわ

The Lion looked scary
and the Fox ran away.

怖そうなライオンを見て

キツネは逃げました。
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Yume, Age 8

Fox & Lion

The next day the Fox
saw the Lion again.

次の日、キツネは

またライオンに会いました。
あ

つぎ ひ
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Misora, Age 8

Fox & Lion

On the third day
the Fox said, “Hello!”

三日目には、キツネは

「こんにちは！」と言いました。
い

みっかめ
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Ichika, Age 8

Fox & Lion

Get Closer!
Don’t be scared!

怖がらないで

やってみたら？

こわ
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The Fox & 
The Sour Grapes
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Saki, Age 5

The Fox &
The Sour Grapes

One day the Fox saw
some delicious grapes. 

ある日、キツネはおいしそうな

ブドウをみつけました。

ひ
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Kosei, Age 7

The Fox &
The Sour Grapes

The Fox wanted to
eat the grapes.

キツネは、そのブドウが

食べたかったのです。
た
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Taiki, Age 8

The Fox &
The Sour Grapes

The Fox jumped very high,
but couldn’t get the grapes.

キツネは、いっぱいジャンプした

けど、ブドウが取れませんでした。
と
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Hinata, Age 8

The Fox &
The Sour Grapes

The Fox jumped many 
times, but couldn’t reach.

何回飛び上がっても

ブドウにとどきません。

あなんかいと
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Wakana, Age 8

The Fox &
The Sour Grapes

The Fox was tired
and hungry.

キツネはお腹がすいて

疲れてしまいました。
つか

なか
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Tina, Age 9

The Fox &
The Sour Grapes

いおこ

The Fox was angry and
said, “You’re not delicious!”

キツネは怒って言います。

「こんなブドウ、おいしくないさ！」
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Twila, Age 5 

The Fox &
The Sour Grapes

The Fox was sad and cried.
Don’t be sour!

キツネは悲しくて泣きました。

負け惜しみはダメ！
ま

かな な

お
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Donkey in
Lion’s Skin
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Mayana, Age 8

Donkey in
Lion’s Skin

One day the Donkey
found a Lion’s skin. 

ある日、ロバが

ライオンの皮をみつけました。
かわ

ひ
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Yui, Age 7

Donkey in
Lion’s Skin

The Donkey put on the
skin and hid behind a bush.

ロバはその皮をきて

茂みにかくれました。
しげ

かわ
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Haruhi, Age 7 

Donkey in
Lion’s Skin

The Donkey jumped out
and scared the Hare!

ロバは飛びかかって

ウサギを驚かしました。
おどろ

と
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Haruto, Age 6

Donkey in
Lion’s Skin

Then the Tortoise
walked by the bush.

それから、カメもやって来ました。
き
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Nao, Age 7 

Donkey in
Lion’s Skin

The Donkey scared
the Tortoise!

ロバはカメを驚かせました。
おどろ
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Wako, Age 8

Donkey in
Lion’s Skin

But the Fox wasn’t scared.
The Fox didn’t run away.

でも、キツネは怖がらないで

逃げませんでした。
に

こわ
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Soma, Age 6 

Donkey in
Lion’s Skin

The Fox knew it was the 
Donkey! Don’t play tricks!

キツネは、ロバだってこと

知っていました。いたずらはダメ！
し
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C r o w

F o x

L i o n

To r t o i s e

D o n k e y

H a r e

O w l

Spelling
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Tortoise & Hare
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Yuzuki, Age 9

Tortoise
& Hare

Hare laughed at Tortoise, 
“Ha! I’m fast! You’re slow!”

ウサギは笑いました。

「カメはのろま！私はすばやい！」

わら

わたし
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Masaki, Age 9

Tortoise
& Hare

Tortoise was angry.
Tortoise said, “Let’s race!”

カメは怒って言いました。

「競争しよう！」

い

きょうそう

おこ
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Mona, Age 9

Tortoise
& Hare

Hare was bored and slept. 
Tortoise didn’t give up!

ウサギはつまらなくて寝てしま

いました。でもカメは諦めません。
あきら

ね
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Koko, Age 9

Tortoise
& Hare

Tortoise won the race!
Don’t brag! Never give up!

カメは勝ちました！

つべこべ言わずにコツコツと！
い

か
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C_ _ _

F _ _

L _ _ _

T _ _ _ _ _ _ _

D _ _ _ _ _

H _ _ _

O _ _

Test!
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Fox & Crow
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Genta, Age 10

Fox & Crow

There wasn’t any food.
The Fox was very hungry.

食べ物がなくてキツネは

お腹がペコペコでした。

た もの

なか
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Nozomi, Age 7

Fox & Crow

The Crow had an apple.
The Fox wanted the apple.

キツネはカラスのりんごが

欲しかったのです。
ほ
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Ichika, Age 10

Fox & Crow

The Fox said to the Crow,
“Please sing!”

キツネはカラスに言いました。

「ねえ、歌って？」
うた

い
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Ema, Age 7

Fox & Crow

The Crow loved to sing.

カラスは歌が大好きでした。
だいすうた
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Kentaro, Age 7

Fox & Crow

The Crow sang loudly and 
dropped the apple!

カラスは大声で歌ったので

りんごを落としてしまいました。
お

うたおおごえ
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Yugo, Age 8

Fox & Crow

Don’t be a big mouth!

うぬぼれないでね！
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Nagoya Players has been 
a mainstay of Nagoya’s 
international theater 
community for over 
45 years with over 85 
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 go towards covering production costs 
and providing funding for the future. Your continued 
patronage and support is greatly appreciated.

名古屋プレイヤーズは名古屋を拠点に活動している英語劇団で、
４5年以上にわたり約８５回の舞台を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楽しんでいただき、また国際文化
交流の場を提供できるよう活動を続けていきます。私たちの活動
は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。そんな私たちと一緒に活動して
みたい方お待ちしています。これからも変わりなくご支援ご協力
を賜りますよう宜しくお願い致します。
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Aesop Video Storybook
It’s fascinating to see the minds 
of children at work. Nagoya 
Players collaborated with local 
art and language school IPE 
Academy to deWsign a project 
that would combine English 

education with the visual arts. And what resulted is the 
very wacky, yet very intriguing, 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。

NagoyaPlayers.org/
study-aesop

http://NagoyaPlayers.org/study-aesop
http://NagoyaPlayers.org/study-aesop


44

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 Advanced English programs to 
encourage everyone to further pursue their studies.

EEI(名古屋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」「初級」「中級」「上級」を対象にした英語学
習教材を作成し英語環境作りをサポートしています。

NagoyaPlayers.org/education

http://NagoyaPlayers.org/education
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