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演劇部  new

★名古屋第1・第3地区合同発表会
 ⽇時︓３⽉３０⽇（⼟）９時３０分開演

 会場︓名古屋市南⽂化⼩劇場
 演⽬︓成井 豊 作

   広くてすてきな宇宙じゃないか
  

 合同発表会公演のご案内です。今年は名古屋第１・第３地
区の１７校が公演を⾏います。

 この公演の詳細については、
 演劇部WEBペ―ジ

 にて、ご案内します。
  

★創⽴50周年記念式典公演は無事終了しました。
  記念式典ではOBで作家の太⽥忠司先⽣の作品「呼ぶ声」

を全校⽣徒の前で、上演しました。記念式典での⼤役を無事
に果たすことができてよかったです。作者の太⽥先⽣からも
「感動した」と⾔っていただき充実した公演となりました。
また、午後の記念同窓会では、同窓⽣の皆様から演劇部へ、
多⼤なご⽀援をいただき本当にありがとうございました。

  
★中部⼤会・⽂化部発表会公演は無事終了しました。

  中部⼤会では連盟奨励賞を受賞しました。どちらの公演に
保護者の皆様をはじめ⼤勢のお客様にご来場いただき、本当
にありがとうございました。

  

   第71回中部⼤会公演
 （2018.12.24 福井県 鯖江市⽂化センター）

 

   創⽴50周年記念式典公演
 （2018.12.22 名古屋国際会議場 センチュリーホール）

 

★活動紹介 
 おはようございます︕演劇部です︕ 普段は平⽇の週4⽇活動していますが、⼤会など本番が近づくと休⽇にも活動します。

「愛される演劇部」をモットーに⽇々練習しています。 
 演劇はキャストだけでなく⾳響や照明、⼤・⼩道具、⾐装メイクなどの裏⽅で成り⽴っています。

部員の殆どは初⼼者ですのでやりたいけ

部活動
Club
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ど初⼼者だし…という⽅も⼤歓迎です︕
楽しい思い出も作れますよ︕
私たちと⼀緒に劇を作りません︖部員⼀
同、お待ちしています︕ 
（2018年度1年⽣代表）

 
★年間スケジュール（2018年度）

    ４⽉︓新⼊⽣歓迎公演(11⽇)部員登録(16⽇)
   ６⽉︓演劇教室(アートピア 3⽇)、地区講習会(緑⽂化⼩劇場 9⽇)
   ７⽉︓地区⼤会(緑⽂化⼩劇場 25〜28⽇)
   ８⽉︓愛知県⼤会(アートピア 8〜12⽇)
   ９⽉︓⽂化祭公演(本校⽣徒ホール 14〜15⽇)
１１⽉︓ 合同講習会(アクテノン 3⽇)
１２⽉︓ ⽂化部発表会公演(緑⽂化⼩劇場 19⽇) 、中部⼤会(鯖江市⽂化センター 23〜26⽇)
   ３⽉︓合同発表会（南⽂化⼩劇場 28〜31⽇）
 
★過去の主な⼤会上演作品

 2018年 井上ひさし 作
 ⽗と暮せば

第71回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 鯖江市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
 2017年 鷺沢萠・⼩林ヒデタケ 作

 ウェルカム・ホーム︕
第70回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 稲沢市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2015年 四⽇市⻄⾼校演劇部 作

 しこみ 〜おいしいラーメンの作り⽅〜

第68回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会愛知
県⼤会出場

 奨励賞
2014年 宅間孝⾏ 作、緑⾼校演劇部潤⾊

 流れ星
第67回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 瑞穂市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2013年 ⻄条みつとし作、緑⾼校演劇部潤⾊

 ウエディング・ドレス
第66回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会愛知
県⼤会出場

 奨励賞
2012年 ⽥中 完 原案、太⽥ 善也 作

 ベイビー＊フェイス
第65回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 福井市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2011年 堤 泰之 作、緑⾼校演劇部潤⾊

 太陽のあたる場所
第64回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 津市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2010年 カメオカマミ 作、緑⾼校演劇部潤⾊

 りんごの⽊の下で
第63回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 富⼭市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2009年 鈴置洋孝 原案、堤 泰之 作

 煙が⽬にしみる
第62回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 名古屋市） 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2008年 ⾼場光春 作

 ⾒えっぱり家族(ファミリー)
第61回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
(於 野々市町) 奨励賞

 同愛知県⼤会出場 優秀賞
2007年 ⼩島敬⼦ 作

 ロケット⽇和
第60回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会愛知
県⼤会出場

 名古屋市教育委員会賞
2006年 越智優 作

 七⼈の部⻑
第59回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会愛知
県⼤会出場

 名古屋市教育委員会賞
2005年 ⾼橋幸雄 作

 「めろん」
第58回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会愛知
県⼤会出場

 名古屋市教育委員会賞
2003年 甲⽥綾⼦ 作

 真夏のオリオン
第56回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会愛知
県⼤会出場

 名古屋市教育委員会賞



1999年 ⽊庭由⾹⼦ 作
⼝笛ふくのはもうやめた

第52回中部⽇本⾼等学校演劇⼤会出場
（於 富⼭市） 奨励賞
同愛知県⼤会出場 優秀賞

■緑⾼校演劇部Webサイトはこちら（外部）→みどりのまきば
上に戻る

茶華道部  new

こんにちは︕こんばんは︕私達は⽉曜⽇に華道、⽊曜⽇に茶道を教えていただています。
 華道では、季節の花を可憐に⽣け、その花を持ち帰ることができます。 

 次に茶道では、毎週和菓⼦を⾷べることができ、先⽣のご好意で時々、⼲菓⼦な⾷べることできます。そして、お作法を学
びながら、お抹茶を⽴てます。

 夏休みには常滑に⾏き花器や茶器他にも⾃分で好きなもの作ることができます。 
 ⽂化祭では、⾃分達で⾏けたお花を展⽰したり、浴⾐姿で、⼀般の⼈にお抹茶と、和菓⼦をお出しします。

他に習い事をしている⼈も⼗分に参加できます。⾼校から始める⼈がほとんどな
ので⼥⼦も男⼦も⼤歓迎です︕︕ ぜひ体験に来てください。

 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

家庭科部  new

こんにちは。家庭科部です。
 活動⽇は毎週⽕曜⽇、⽔曜⽇、⾦曜⽇の3⽇間です。

 キルトの先⽣と⾰の先⽣がいらっしゃって、キルティングをしたり⾰で作品やブレスレットを作ったりしています。
 ⽂化祭では部活で作ったものを販売しています。

そして、調理もします。ケーキ、クッキ
ーはもちろん、シュークリームや五平餅
などいろいろなものを作りました。

 初⼼者でも先⽣や先輩⽅が優しく教えて
くれるので⼤丈夫です。

 興味のある⼈は、ぜひ家庭科部に来て下
さい。 

 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

英語部  
現在、14名の部員で、ＡＥＴの先⽣と毎週仲良く活動しています。⽂化祭では、易しい英語で、ゲームやクイズ、宝探し等、来
場者に楽しんで頂けるイベントを毎年企画しています。来客数は、毎年100⼈を超えるようになりました。また、部員の友達や
先⽣⽅を招いて、ハロウィン・パーティも⾏っています。3学期には、図書室で、⼿作りの紙芝居やペープサートを⽤いて、英
語での読書会を催しています。個⼈またはグループで、翻訳、ポスター、スピーチ、プレゼンテーション等のコンクールにも挑
戦しています。兼部をすることも可能です。英語がどんなに苦⼿な⼈も、⼤丈夫です︕少しでも興味をもったらぜひ来て下さ
い︕
上に戻る

理科部  new

私たち理科部では、⾃分たちが疑問に思ったことや、実験したいことなどをグループ研
究で活動しています。

 今年の実験・研究内容は、「ダンゴムシの交替性転向反応」、「メダカの遺伝」、「緑
⾼校の植物図鑑の作成」があります。

 他の部活では体験できないさまざまな実験が理科部ではできます。
 校外の活動として⼤⾼緑地でのイベントのボランティア活動や⽣物多様性ユースひろば

というイベントを通じて交流したり、科学の祭典で研究発表をしています。
 活動⽇は主に⽉〜⼟です。興味があればぜひ来てください。 

 （2018年度1年⽣代表）



上に戻る

写真部  new

こんにちは︕写真部です︕
 写真部では毎年⾏われる教育祭に向けて活

動しています。活動⽇は毎週⽔曜⽇で週に
⼀回しかないので休みの⽇の放課後は勉強
ができます。

 写真に少しでも興味がある⽅は是⾮お越し
ください︕ 

 （2018年度1年⽣代表）
上に戻る

美術部  new

美術部は主に平⽇と⼟曜にも活動することがあります。
 年間の活動は⼀学期は⽂化祭・名古屋市教育祭⾼等学校展覧会のための制作、⼆、三学期は⽂化部発表会のための制作をしてい

ます。
 ⽂化祭ではみんなで、校⾨びゲートとして使⽤する看板制作を⾏い、夏休みには合宿へ⾏き、油絵を仕上げます。

 基本的には⾃由制作なので絵を描いたり粘⼟を使った⽴体作品や⽊彫、陶芸など幅広く活動することができます。
 また、クロッキーなどでデッサンの基礎⼒をつけることができます。

 この部活は⾃⼰表現の場なので、絵が得意な⼈も⾃信がない⼈もぜひ⼊部してください︕ 
 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

放送部  new

こんにちは。放送部です。私たちの主な活動は校内⾏事のアナウンスです。兼部をした
いと思っている⼈、習い事で忙しい⼈、勉強に集中したい⼈はぴったりな部活だと思い
ます︕

 毎⽇、活動があるわけではないので⾃分の時間を確保したい、放課後は⾃由にしたいな
どの理由で他の部は厳しいなーと思っている君︕ぜひ私たちの部活へ。 

 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

軽⾳楽部  new

《2021.3.29更新》 *Teens Rock in AICHI 本選出場*
  今年度最後の軽⾳楽の⼤会「Teens Rock in AICHI 2021」が、3⽉27⽇（⼟）に久屋⼤通公園［エディオン久屋広場］（名

古屋市栄）にて開催されました。
  この⼤会には、愛知県内外から約60バンドのエントリーがなされ、⾳源審査にて「コピー部⾨」17バンド、「オリジナル部

⾨」9バンドが本戦に出場するという⼤会です。 静岡県や三重県、⽯川県、京都府などからエントリーがなされています。
 緑⾼校軽⾳楽部からは2年⽣バンドの band P（バンドピー）と1年⽣バンドの band α（バンドアルファ）が本戦出場を果た

し、band α（バンドアルファ）が、「コピー曲部⾨」にてグランプリ（最優秀賞）を受賞しました。 そして、band αのボーカ
ルは、ベストプレーヤー賞も受賞しました。

  また、2年⽣バンド band P は、愛知県内で開催される全ての⼤会について本戦出場を果たすという快挙を成し遂げました。
たくさんの声援ありがとうございました。

  
 ※ Teens Rock in AICHI の公式web → https://teens-rock.com/

  
久屋⼤通公園のライブ会場

 

 
band α の演奏画像

 



 
※band α の演奏はこちら → https://youtu.be/6sHyIhxvqqg

 
※band P の演奏はこちら → https://youtu.be/CygjOZ8qXkk

《2021.3.28更新》*Nfes（名古屋⾳祭）本選出場*
 3⽉22⽇（⽉）にNfes（名古屋⾳楽祭）がNSM（名古屋スクールオブミュージック専⾨学校）にて開催されました。

 この⼤会はNSMが主催する⼤会で、18歳以下の若者が東海地区からエントリーする⼤会です。
 例年は予選⼤会も開催されるのですが、今年度は愛知県内にコロナウィルスに関する緊急事態宣⾔が発出されたため、⾳源審査

となりました。
 緑⾼校軽⾳楽部は現有4バンド全てがエントリーしましたが、2年⽣バンド「band P」と、1年⽣バンド「クロージングアイズ

（band θ）」が本戦に出場しました。
    

 
※クロージングアイの演奏はこちら → https://youtu.be/CcjBbaUoxVs

 ※band P の演奏はこちら → https://youtu.be/9xq_gwXCOU8
 

《2021.3.28更新》*合同講評会を実施しました* 3⽉13⽇（⼟）に「合同講評会」を実施しました。
 このイベントは他校と合同で演奏会を⾏うもので、運動部でいう練習試合に似ています。

 合同ライブというよりは、お互いの演奏を⾒せ合い学び合うという意味合いが強いです。
 昨年度は、この時期に名古屋国際⾼校軽⾳楽部と⾏いましたが、今年度は、現在の愛知県内でトップの実⼒（演奏技術）を誇る

名東⾼校軽⾳楽部学部をお招きしました。
 緑⾼校軽⾳部、名東⾼校軽⾳部共に4バンドずつ演奏し合い、今後に⾏われる⼆つの⼤きな⼤会での健闘を祈り合いました︕

 （左から、band Φ、 band α、 band θ、 band P）
     

《2021.1.25更新》
 12⽉末に稲沢市⺠会館中ホール（名古屋⽂理⼤学⽂化フォーラム）にて「第3回⾼等学校軽⾳楽コンテスト中部⼤会」と「第8

愛知県⾼等学校軽⾳楽⼤会」が実施されました。
 この⼤会は、現在愛知県内で開催されている⾼校軽⾳楽部三⼤⼤会の中の2つです。

 ちなみに、あと⼀つは3⽉末に久屋⼤通公園内のエディオン久屋広場にて開催されるTeen's Rock in AICHI（通称TRA）。
 緑⾼校軽⾳楽部もこのTRA本選出場を⽬指して現在活動中です。

 さて、緑⾼校軽⾳楽部は、上述した2⼤会の両⽅で「奨励賞（第5位）」を受賞しました。部活動の活動⽅針が変わって以降、初
めての⼤会⼊賞となります。

 以下のアドレスで、両⼤会の演奏を⾒ることができます。⾒ていただけると嬉しいです︕
  

【奨励賞】band P／名古屋市⽴緑⾼等学校【第8回 愛知県⾼等学校軽⾳楽⼤会】
  曲名︓「君の知らない物語」（supercellさん）



https://www.youtube.com/watch?v=s111aEEU6Tk
【奨励賞】band P／名古屋市⽴緑⾼等学校【第3回 ⾼等学校軽⾳楽コンテスト中部⼤会】
 曲名︓「愛をこめて花束を」（Superflyさん）
https://www.youtube.com/watch?v=KFqgRAIuiJ8

上に戻る

フォークソング部  new

私たちフォークソング部は2年⽣11⼈、1年⽣19⼈で⽉⽕⽔⾦の週4⽇交代しながら活動しています。
 9⽉の⽂化祭と3⽉の⽂化部発表会を⽬指して練習しています。

 ギターを触ったことのない⼈も⼤歓迎です︕⾼校で新しいことを始めてみませんか︖ 
 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

創作部  new

こんにちは︕創作部です。創作部は2008年度に「漫画・アニメーション研究部」と「⽂芸同好会」の合併によってできた
部活で、⼊部の時に漫研か⽂芸、⼜はその両⽅を選べます。

 週3回、南校舎⻄展開教室で活動しています。
 主な活動は⽉1回の部誌と、３〜４か⽉に1回の⽂芸誌の発⾏で締め切りさえ守ればOKです。また、⼤会への出品お可能な

ので幅広く⾃由度が⾼い部活です︕
 先輩達もフレンドリーな⼈達ばかりなので⼈⾒知りさんでもすぐ打ち解けちゃうこと間違いなしです︕

 さらに、ハロウィンなどのイベント時にはお菓⼦パーティもするのでより仲が深まります︕絵や⽂を書くのが好きな⼈には
もちろんアニメ・ゲームが好き同⼠を⾒つけたい︕

 そんな⽅も男⼥問わず⼤歓迎です︕あなたも「創作」してみませんか︖ 
 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

吹奏楽部  new

吹奏楽部ではす、私たちは主に⽉曜⽇~⾦曜⽇（たまに⼟・⽇曜⽇）に活動しています。
 コンクールや⽂化祭、教育祭など様々な場所で演奏させていただいたり、新⼊⽣歓迎会やクリスマス会などのイベントも⾏

っています。
 演奏することに少しでも興味がある⽅、不安でも全然⼤丈夫です︕ 

 新⼊⽣のみなさんぜひ⼀度、吹奏楽部に来てみてください︕︕ 
 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

和太⿎部  new

緑⾼校和太⿎部「ゆ縁」です︕現在2年⽣14名、1年⽣12名の計26名で活動して
います。

 普段は平⽇の16〜17時半に練習をしていて、本番前などは休⽇に練習することも
あります。 

 「ゆ縁」の由来は、仲間と楽しく愉快に太⿎を打とう、⾊々な⼈と結ばれた縁
（えにし）を⼤切にしようと想いをこめて2016年に誕⽣しました。 演奏楽器の種
類は⻑胴太⿎や締太⿎、篠笛、鳴り物などたくさんあるので⾃分にあったものを
選び、楽しく演奏できます。 

 上⼿になろうと互いに意⾒し合いながら楽しく元気に活動しているので、経験者
でも、太⿎を叩いたことがない⼈でもみんなで⼀丸となって演奏したい⼈の⼊部
を待っています︕ 

 （2018年度1年⽣代表）



 
【平成30年度愛知県⾼等学校総合⽂化祭】(平成３０年１１⽉２３⽇（⾦）)
１１⽉２３⽇（⾦） 愛知県⾼等学校総合⽂化祭郷⼟芸能専⾨部の県⼤会が、知⽴市⽂化会館でおこなわれました。

 本校の和太⿎部は出場１７校中の７番⽬でした。開会式にひき続いて６校の演奏が終了し、休憩後のトップをきってオリジ
ナル曲「双樹２０１８」を演じました。

 今年も、部員⼀丸となって⼒強く表情豊かな演奏を披露することができました。

 
【平成29年度愛知県⾼等学校総合⽂化祭】(平成２９年１１⽉２３⽇)
平成２９年度 愛知県⾼等学校総合⽂化祭 郷⼟芸能専⾨部の県⼤会が開催されました。

 １１⽉２３⽇ 知⽴市⽂化会館⼤ホールで⾏われた県⼤会に、出場しました。県下各地域から１６校が参加し、本校は１０
番⽬に演奏しました。

 部員全員で作り上げたオリジナル曲を、⼀丸となって⼒強く演奏することができました。



 
【平成28年度愛知県⾼等学校総合⽂化祭】(平成２８年１１⽉２３⽇)

 郷⼟芸能専⾨部の県⼤会が、知⽴市⽂化会館で⾏われました。
 緑⾼校和太⿎部は出場１６校中の１０番⽬に演じました。今年度の２年⽣を中⼼に⽣徒だけで創作した曲「双樹」を部員⼀

丸となって披露することができました。

上に戻る

園芸部  new

私達園芸部は、主に⽔やり、雑草抜き、苗植えをしています。
 活動⽇は⽉曜定例です。

 季節の野菜や果物が収穫でき、持ち帰ることがきます。
 植物の⼿⼊れは⼤変ですが、仲間がいるので、とても楽しいです。

 ぜひ園芸部に来てください。 
 （2018年度1年⽣代表）

上に戻る

ダンス部  new

こんにちはダンス部です。私達は1年⽣9⼈2年⽣の8⼈マネージャーで活動しています。
 経験者はもちろん初⼼者も多いので誰でも⼊部⼤歓迎です︕︕

 マネージャーも募集しています。昨年の活動は地域のお祭り、校内発表、⼤会などに参加しました。 そして、先輩も後輩
もとても仲が良く笑顔で溢れています︕

 練習はいつでも真剣に全⼒特訓です︕ 興味がある⼈はぜひ体験へ来てください。
 ダンスを通じて私達と素敵な⻘春をすごしましょう︕ 

 （2018年度1年⽣代表）



上に戻る
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