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ロックの学園【生活】

新作も続々登場！公式グッズカタローッグ!!
＊価格はすべて税込です。

今年もジャージ＆Tシャツ、グッズに新作が登場！
もちろん人気の定番モノもずらりラインナップ!!

学園公式ジャージ（紺）
¥5000

パーカー（紺）
¥4000

校舎１F「購買部」で
ただいま絶賛発売中！購買部通信

ラグラン7分袖
Tシャツ（紺×グレー）
¥3000

ICカード用
ドレスステッカー®
¥500

Tシャツ（紺）
¥2500

Tシャツ
¥3000

マフラータオル
（ジャカード織）
¥1500

リストバンド＆
ショルダーバッグ
¥3000

アルミボトル（300ml）

¥800

軍手
¥500

手ぬぐい
¥500

¥1500

Tシャツ【旧デザイン】
（ブラック、リンガー）

リストバンド
¥500

学園公式ジャージ【旧デザイン】
（ブラック）
¥4000

校章ストラップ
＋第2ボタン
¥1000

第2ボタンストラップ
¥500

ボールペン
¥200

キーリング
¥300

メッシュキャップ
¥500

A B

ナチュラル
コットンバッグ
¥500

iPod nanoケース
（第4世代iPod用）
¥500

ステレオイヤホン
¥500

原稿用紙
¥300

ノート＆鉛筆セット
¥500

クリアファイル
（ブラック＆ホワイト
2枚セット）
¥500

ロックの学園×SPACE SHOWER TV
「SCHOOL ESCAPE君」グッズ

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW!

NEW! NEW!

SOLD OUTになる前に、
購買！お土産！ロックンロール!!

【社会】

【開催号】
定価:0円

本紙をチェックして、
学園を遊び＆学び尽くそう！

3/19 20 21（
土
）

（
日
）

（
祝
・
月
）

粒谷校　http://twitter.com/rocknogakuen/　ハッシュタグ[#RNG11]
笛椅子本校　http://facebook.com/rocknogakuen/

http://www.rocknogakuen.jp/

ロックの学園・粒谷校
（ツイッター）

ロックの学園・笛椅子本校（フェイスブック）

ロックの学園・
モバイルサイトは
コチラ!

http://twitter.com/rocknogakuen

http://facebook.com/rocknogakuen

登校した生徒諸君、
ハッシュタグ［#RNG11］ をつけて
情報共有ツイートを！

フェイスブックページもあわせてチェック！

速報! 大阪HEP FIVEにて

緊急開校!

スケジュール、校内マップほか詳細は本紙中面で！

ようこそ生徒諸君!よううこそ生徒諸君!

今年はロックで
教育改革!
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17：00　開場

12：00　開場

17：30　開場

14：00　開場

ロックの学園新聞 ロックの学園新聞

「ロックの学園」のニ大名物といえば、豪華教諭陣による「体育館ライブ」と
3F大講堂での「ロックの授業」（上原ひろみ教諭の授業のみ多目的教室にて開講）。
そして、中庭ステージでのアンプラグドライブや校舎内でのライブ、DJイベントなど
3日間通してイベントが満載。目指せ皆勤賞!

時間割

3.19
SAT.

沖縄から、NYから
続 と々初赴任
バラエティ豊かに
初日からスパーク！

HOLIDAY

体育館ライブ 有料TIME
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.20
SUN.

あの名物教諭が
強力タッグを！
ロック魂全開の
激アツ２nd day

3.21
MON.

新任教諭陣の
超絶パワー炸裂！
大トリまで一気に
駆け抜ける最終日

＊当日券は、校舎1F「学園事務局」前のチケット売場にて販売中！

17：00　開場

12：00　開場

TIME ロックの授業 無料
抽選制

注意!!

12：00　発表

12：00　発表

12：00　発表

10:00～11:00  抽選

10:00～11:00  抽選

10:00～11:00  受講抽選会

13:45 開場

12:30 開場

16:15 開場

14:00 開場

15:30　開場

15:45 開場

中庭ステージ 1F・多目的教室 校舎 2F・3F

「体育館ライブ」に「ロックの授業」、
校舎内＆中庭もイベントてんこ盛り!

14:15～15:00　ホームルーム
「みんなのリアルタイム・ソングライティング」

16:45～17:30　倫理社会
「ロックのココロ」

16:00～16:45　 国語「ロックの詩（うた）」

14:30～15:15　倫理社会「ロックな"ゆとり"教育」

13:00～13:45　現代史
「スカ音楽史～ジャマイカ発、世界へ」

16:15～17:00 数学
「数量的視点から検証するロックと歌謡曲」

日直：中澤寛規（GOING UNDER GROUND）

（東京スカパラダイスオーケストラ）

高橋 優 教諭

増子直純（怒髪天）教諭

ダイノジ 教諭

KenKen（RIZE）教諭

谷中敦＆加藤隆志+川上つよし 教諭

加藤ひさし（ザ・コレクターズ）教諭

HY1限目

斉藤和義2限目

1限目 GREAT TEACHERS
（ザ・コレクターズ＆怒髪天 and more）

2限目 THE BACK HORN

1限目 9mm Parabellum Bullet

2限目 10-FEET

12:30～
13:50

17:30～
18:50

14:30～
15:50

18:00～
19:20

12:30～
13:50

17:30～
18:50

大知正紘

中村ジョー ロックの授業
特別講義「ボーダレス」
上原ひろみ教諭

KenKen（RIZE）公開授業

吉田えり 公開授業

倉本美津留 公開授業

オーシャンレーン 武居創＆
直江慶の、たまには二人で
アコースティック・セッション

野村大輔と川本盛文の
音楽漫談

Ｕ（ゆう）の叩いて歌おう！
ドラム＆ヴォーカル講座

鈴木健治のギターを持とうよ！
カッコイイ音の作り方

ギター・ヴィーナスJikkiと
小本克也の二人の秘め事

鮫島巧とパブロの二人の
ギタリズム

ザ・コレクターズ　加藤ひさしと
古市コータローの、のんびり二人
でアコースティック・セッション

 永井ホトケ隆+KOTEZ 公開授業

ロックの学園
軽音部 公開録音

アニソンロックディスコ
DJ　

ダイノジ（DJ）　

S.R.S.（LIVE）

ズータンズ

Soupnote

矢沢洋子

木下直子

BLUE ENCOUNT 

永井“ホトケ”隆
&KOTEZ

MOROHA

美津留

12:00～12:30

15:30～16:00
15:15～16:00

16:30～17:00

15:30～16:00

14:15～14:45

14:00～14:45

16:00～16:45

12:00～12:45

13:30～14:15

14:00～14:45

16:15～17:00

17:00～17:45

14:00～14:30

12:30～14:00

17:00～18:00

17:00～18:00

12:00～12:30

12:30～13:00

14:00～14:30

11:30～12:00

15:30～16:00

14:00～14:30

11:30～12:00

13:45～14:15

12:45～13:15

14:45 開場

2F204 VOX & KORG

2F・207 遊びの学校

2F205 PRS & KID

2F205 PRS & KID

2F205 PRS & KID

2F・207 遊びの学校

2F204 VOX & KORG

2F205 PRS & KID

2F204 VOX & KORG

中庭の学食でマグロ尽くしのメ
ニューに舌鼓を打ちつつ、アンプラ
グドライブをお楽しみ下さい！

204＆205「ロックのオリエンテー
ション・ルーム」、207「遊びの学校」
では無料授業を日替わりで開催！

ライブ、DJイベント、ひかりTV「ロッ
クの学園・軽音部」公開収録…連日多
彩なプログラム満載！

2F・207 遊びの学校

2F・207 遊びの学校

【教育・文化】ロックの学園 【教育・文化】ロックの学園

箭内道彦教頭、教えてプリーズ！

熱き名講義の数々を、ダイジェストで復習！

ロックの学園はもはやここだけじゃないんです。

そもそも、なぜロックに
学校が必要なのか!?

ロックの授業アーカイヴス

三崎から三浦海岸、早稲田、お台場へ。次はどこ!?

一貫性より、新しい出会いの可能性を

̶̶̶体育館ライブだけじゃなく、ロックの授業も

毎年大人気ですね。

̶̶今年の新任教諭は、ジャズピアニストの上原

ひろみさんに、東京スカパラダイスオーケストラの

谷中敦&加藤隆志さん+川上つよしさん、RIZEの

KenKenさんなど、バラエティー豊かです。

「ロックになれそうでなれてない人」が
ロックと向き合える学校

̶̶今年のテーマには「教育改革」をドーンと掲げ

ていますね。

̶̶一昨年、JAPAN -狂撃- SPECIALが「ロック

に学校がいるんかい！」って乱入しながら叫んでいま

したね。　　

「ロックの学園」は意外とスパルタ!?

̶̶̶今後の「ロックの学園」は？

̶̶最後に、学園からの帰り道でこれを読んでいる

人にメッセージを。

教頭
箭内道彦

　生徒諸君が今日登校した旧神奈川
県立三崎高校以外の場所でも、「ロッ
クの学園」は開校していたって、知っ
てました？
　まずは、2009年７月20日～ 8月30
日に開校した“臨海学校”、「ロックの
学園 SUMMER SCHOOL」。三浦
海岸海水浴場の特設ライブハウスを
会場に、加藤ひさし（ザ・コレクター
ズ）教諭や増子直純（怒髪天）教諭ら
名物教諭陣による“夏期講習”など、
文字通り激アツな42日間となった。
　そして2010年11月6日、こんどは
早稲田大学の「早稲田祭2010」に企
画協力した「ロックの学園×早稲田祭 
SCHOOLJACK」を開催。Dragon 

Ash、PONTIACS、神聖かまってちゃ
んほか豪華メンバーのライブに、会場
となった記念会堂は思いっきりヒート
アップ！
　さらに2011年1月15日には、お台
場・東京ジョイポリスを舞台に「ロッ
クの学園×JOYPOLIS SCHOOL 
ESCAPE！」が開校。松田晋二（THE 
BACK HORN）、山中さわお（the 
pillows）、オオキノブオ（ACIDMAN）
ほか、アーティストたちが熱いトーク
とDJイベントを繰り広げた。
　三崎をときどき抜け出して、あちこ
ちでロック魂を発揮中の「ロックの学
園」。生徒諸君に意外な場所で会える
日も近いかも……!?

ロックの学園
SUMMER SCHOOL

ロックの学園×早稲田祭2010
SCHOOLJACK！

ロックの学園×JOYPOLIS
SCHOOL ESCAPE！

2007年の開校以来、「ロックの授業」は12名の教諭陣＆教頭によって
すでに全18コマが開講された。笑いあり、学びあり、胸が熱くなる言葉ありーー。
今年受講する予定する生徒諸君、このアーカイヴスでしっかり復習して臨むべし！

加藤ひさし（ザ・コレクターズ） 教諭

サンプラザ中野 教諭

箭内道彦 教頭

西寺郷太（NONA REEVES） 教諭

増子直純（怒髪天） 教諭

森純太（JUN SKY WALKER(S)） 教諭

TAKUYA（ex.ROBO+S/ex.JUDY AND MARY） 教諭

ダイノジ 教諭

the pillows 教諭

松本素生（GOING UNDER GROUND） 教諭

鮎川誠（シーナ＆ロケッツ） 教諭

クリス・ペプラー 教諭

歴史

経済

特別講義

西洋音楽史

倫理社会

現代史

体育

文化人類学

国語

心理学

特別講座

ロックの検定

物理 倫理社会
倫理社会生物

天文学
倫理社会

「ロック大日本史」　
「ロックと物理」　
「最強のロックスターを作れ！」
「中島みゆきとロックのディスタンス」

「株とロックと本マグロトロ太郎」　

「エコロック」　

「魅惑のマイケル・ジャクソン史」　

「ロックであること」　
「ロックでない奴ァロクでナシ」
「ロックでない奴ァロクでナシ！“ 朝の怒号”を説く」

「80年代Jロックへの道」　

「ロックギターは体で弾け」　

「独立自賛 ～デフレ世紀のサバイバル術」

「ロック川柳」　
「こんなとき どーーする？」

「究極のフロントマンを探せ」　

「終業式」　

「古今東西、ロックを問う」　

盗んだバイクで
どこまで行けたか？

ロックと株の
共通性を鋭く指摘

マイケルの生涯と作品を解説
名曲の弾き語りも

学園史に残る名校則
「ヤバイ優先！」

80年代に巻き起こった
ロックブームを考察

集まった川柳やお悩みに
大喜利感覚で爆笑解説

究極のフロントマンを
生徒の中から選出

締めの言葉は
「全員、留年です！」

ロックにまつわる
古今東西、全50問

「ロックの学園」の
エコ指針を考える

名ギタリストの
アクションを実演

ロックとは
「独立」である！

今年で４回目を迎えた「ロックの学園」が目指す“教育改革”とは？　
そして、ロックに学校が必要な理由とは……？　教頭先生に聞いてみました。

特別講師：山口とも
日直：Base Ball Bear
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特別講師：山口とも
日直：Base Ball Bear

10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18

17：00　開場

12：00　開場

17：30　開場

14：00　開場

ロックの学園新聞 ロックの学園新聞

「ロックの学園」のニ大名物といえば、豪華教諭陣による「体育館ライブ」と
3F大講堂での「ロックの授業」（上原ひろみ教諭の授業のみ多目的教室にて開講）。
そして、中庭ステージでのアンプラグドライブや校舎内でのライブ、DJイベントなど
3日間通してイベントが満載。目指せ皆勤賞!

時間割

3.19
SAT.

沖縄から、NYから
続 と々初赴任
バラエティ豊かに
初日からスパーク！

HOLIDAY

体育館ライブ 有料TIME
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18

3.20
SUN.

あの名物教諭が
強力タッグを！
ロック魂全開の
激アツ２nd day

3.21
MON.

新任教諭陣の
超絶パワー炸裂！
大トリまで一気に
駆け抜ける最終日

＊当日券は、校舎1F「学園事務局」前のチケット売場にて販売中！

17：00　開場

12：00　開場

TIME ロックの授業 無料
抽選制

注意!!

12：00　発表

12：00　発表

12：00　発表

10:00～11:00  抽選

10:00～11:00  抽選

10:00～11:00  受講抽選会

13:45 開場

12:30 開場

16:15 開場

14:00 開場

15:30　開場

15:45 開場

中庭ステージ 1F・多目的教室 校舎 2F・3F

「体育館ライブ」に「ロックの授業」、
校舎内＆中庭もイベントてんこ盛り!

14:15～15:00　ホームルーム
「みんなのリアルタイム・ソングライティング」

16:45～17:30　倫理社会
「ロックのココロ」

16:00～16:45　 国語「ロックの詩（うた）」

14:30～15:15　倫理社会「ロックな"ゆとり"教育」

13:00～13:45　現代史
「スカ音楽史～ジャマイカ発、世界へ」

16:15～17:00 数学
「数量的視点から検証するロックと歌謡曲」

日直：中澤寛規（GOING UNDER GROUND）

（東京スカパラダイスオーケストラ）

高橋 優 教諭

増子直純（怒髪天）教諭

ダイノジ 教諭

KenKen（RIZE）教諭

谷中敦＆加藤隆志+川上つよし 教諭

加藤ひさし（ザ・コレクターズ）教諭

HY1限目

斉藤和義2限目

1限目 GREAT TEACHERS
（ザ・コレクターズ＆怒髪天 and more）

2限目 THE BACK HORN

1限目 9mm Parabellum Bullet

2限目 10-FEET

12:30～
13:50

17:30～
18:50

14:30～
15:50

18:00～
19:20

12:30～
13:50

17:30～
18:50

大知正紘

中村ジョー ロックの授業
特別講義「ボーダレス」
上原ひろみ教諭

KenKen（RIZE）公開授業

吉田えり 公開授業

倉本美津留 公開授業

オーシャンレーン 武居創＆
直江慶の、たまには二人で
アコースティック・セッション

野村大輔と川本盛文の
音楽漫談

Ｕ（ゆう）の叩いて歌おう！
ドラム＆ヴォーカル講座

鈴木健治のギターを持とうよ！
カッコイイ音の作り方

ギター・ヴィーナスJikkiと
小本克也の二人の秘め事

鮫島巧とパブロの二人の
ギタリズム

ザ・コレクターズ　加藤ひさしと
古市コータローの、のんびり二人
でアコースティック・セッション

 永井ホトケ隆+KOTEZ 公開授業

ロックの学園
軽音部 公開録音

アニソンロックディスコ
DJ　

ダイノジ（DJ）　

S.R.S.（LIVE）

ズータンズ

Soupnote

矢沢洋子

木下直子

BLUE ENCOUNT 

永井“ホトケ”隆
&KOTEZ

MOROHA

美津留

12:00～12:30

15:30～16:00
15:15～16:00

16:30～17:00

15:30～16:00

14:15～14:45

14:00～14:45

16:00～16:45

12:00～12:45

13:30～14:15

14:00～14:45

16:15～17:00

17:00～17:45

14:00～14:30

12:30～14:00

17:00～18:00

17:00～18:00

12:00～12:30

12:30～13:00

14:00～14:30

11:30～12:00

15:30～16:00

14:00～14:30

11:30～12:00

13:45～14:15

12:45～13:15

14:45 開場

2F204 VOX & KORG

2F・207 遊びの学校

2F205 PRS & KID

2F205 PRS & KID

2F205 PRS & KID

2F・207 遊びの学校

2F204 VOX & KORG

2F205 PRS & KID

2F204 VOX & KORG

中庭の学食でマグロ尽くしのメ
ニューに舌鼓を打ちつつ、アンプラ
グドライブをお楽しみ下さい！

204＆205「ロックのオリエンテー
ション・ルーム」、207「遊びの学校」
では無料授業を日替わりで開催！

ライブ、DJイベント、ひかりTV「ロッ
クの学園・軽音部」公開収録…連日多
彩なプログラム満載！

2F・207 遊びの学校

2F・207 遊びの学校
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職員室だより by THE BACK HORN教諭

もはや、学園新聞おなじみとなった、

「職員室だより」のコーナー。

今年も、ライブ＆授業に出演する教諭陣から

当日の心構えや注意点、

意気込みなどをうかがった。

登校した生徒諸君は、しっかり読んでおくように！

HY 教諭

高橋 優 教諭

加藤ひさし（ザ・コレクターズ） 教諭 増子直純（怒髪天） 教諭

 GREAT TEACHERS 

ダイノジ 教諭

THE BACK HORN 教諭

上原ひろみ 教諭

KenKen （RIZE） 教諭

谷中敦＆加藤隆志＋川上つよし 教諭斉藤和義  教諭

9mm Parabellum Bullet 教諭 10-FEET 教諭

ロック is ゴーヤー!?

うすまさ楽しんでいきましょう！

校歌は即興、自分で歌え！

～君の鼻歌こそ校歌です

「オレの授業を聴いたら、

去年より確実に頭がよくなるぜ！」

「京急の車内で会ったら、

ハイタッチしようぜ！」 （大地教諭）

甘酸っぱさや、やりきれなさ

“切なさ”もロックに変換できる

燃え尽きるから意味がある

ロックは“燃える闘魂”だ！

ロックとかけて、◯◯と解く。

そのココロは？

人生に必要なことは

すべてロックから教わった

スカは予習なしで

盛り上がれる音楽!

ロックは興奮だ！

どうした、元気出せ!

先生は出すぞ!

全員が燃え尽きて

学級閉鎖にする！

2007＆2009年、「体育館ライブ」を
沸かせた斉藤和義教諭が、三たび登場！
 「ロックとの出会いは、
　中２でエレキギターを買ったとき。
　本当に興奮した！
　ロックの学園ではいつも、初めて人前で
　演奏した文化祭での快感を思い出します。
　今回も一生懸命適当にやります。
　マグロ食べたい！」
教諭が今回制定した校則は「女子は水着で」。
女子生徒諸君は、心して臨んでほしい！

  「学生時代には、毎日音楽を聴いて、
　楽器を演奏していました。
　そう、先生も君たちと一緒だ。
　そして先生でも間違えることはある。
　さらに先生もそうだったように、
　自転車に乗るときは
　ヘルメットをかぶるように！」
ド熱いライブとともに、MCにも要注目！
勉強の成果はいかに？

最終日、「体育館ライブ」の大トリを飾るのは、
こちらも学園初登場の10-FEET教諭。
  「ロックはシャレとストイックでできている。
　だからライブでは、社会を教えない（笑）。
　全部自習、もちろん先生も一緒だ！
　生徒諸君は、ピチピチのパンツに、
　黒いハードロックTシャツ
（ところどころブリーチによる色落ちあり）
　を着用のこと！」
指定制服の尻が破れるほど、踊りまくれ！

19日 体育館ライブ 20日 体育館ライブ

20日 体育館ライブ

19日 体育館ライブ

21日 体育館ライブ 21日 体育館ライブ
19日 ロックの授業

21日 ロックの授業

19日 ロックの授業

21日 ロックの授業

20日 ロックの授業

切なさはロックのカケラ
2011

教諭から生徒諸君に一言！

教諭から生徒諸君に一言！ 教諭から生徒諸君に一言！

ホームルーム
「みんなのリアルタイム・ソングライティング」

特別講義
「ボーダレス ～世界中で音楽を奏でる秘訣」

（ザ・コレクターズ＆怒髪天 and more） 教諭

19日 ロックの授業 20日 ロックの授業
数学

「数量的視点から検証する
ロックと歌謡曲」

倫理社会「ロックのココロ」 倫理社会「ロックな"ゆとり"教育」 国語「ロックの詩（うた）」

（東京スカパラダイスオーケストラ）

現代史
「スカ音楽史 ～ジャマイカ発、世界へ」

「ロックの学園」初登場となる
9mm Parabellum Bullet教諭は、
ダイノジ教諭、10-FEET教諭、
松田晋二（THE BACK HORN）教諭らの
軽妙なトークをいつも勉強しているそう。


