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10：00～18：00　セミナーハウス 101号室

レオパレス21 カスタマイズ教室公開！！

秋桜祭にあわせてカスタマイズ教
室を作成しました！学生自身の
創った部屋を是非ご覧ください。
（監修 伊藤昭博教授）

14

Complex Numbers ライブ演奏8
14：20～14：50　学園祭特設ステージ

■　Complex Numbers

北九州で活躍中のバンドである。
九州のみならず、広島や岡山などで開催しているbrother 
hoodのイベントにも参加‼ 栃木で行われたフェスにも参加
し、実績があるバンドです‼
爽やかな聴き
やすい楽曲を
引っさげて、い
ざ別府大学短
期大学部大分
キャンパスに
行きます‼

12 福徳学院高等学校
手話部によるコーラス歌唱披露
10：50～11：10　学園祭特設ステージ

16：10～16：40　学園祭特設ステージ

福徳学院高等学校手話部のみなさんが手話コーラスを披露してくれ
ます。１年生４人、２年生５人、３年生３人の計12名で活動中。
多くの人に手話の大切さ、楽しさを知ってもらえるように数々のイ
ベントにも出演しています。今回は誰もが知る歌を４曲発表しま
す。表情の込もった手話と美しいコーラスを是非ご覧ください。

大分を中心に活動中の青春ポップパンクロックバンド、Stand 
Alone Ant。2013年に別府大学生で結成。
いつも全力のライブに定評があります。ボーカルの真っ直ぐな歌声
とギターの親しみやすいメロディ、ゴリゴリのベースと正確なドラ
ム、個性的な音がなぜかマッチして、心と体を揺さぶります！

FFF ライブ演奏

13：40～14：10　学園祭特設ステージ
今、勢いのあるバンドです‼ 地元大分を中心に活動し…
Sony Music主催のアメリカフェス大会のセミファイナルに
参加‼パークプレイス、トキハわさだタウン、うみたまごな
ど、野外イベントにも参加‼期待の若手バンドである‼
Live風動画→ http://youtu.be/ojz4Ey69qJw

3
初めまして!! 私達は竹町中央
町にあるダンススタジオシ
オナーズでストリートダン
スをしています。私達と楽
しくダンスしませんか？

10：00～10：30　学園祭特設ステージ

ダンスチームGEE ダンスパフォーマンス4

☆ビギナーリズム
トレーニング
（CHIHARU）
18：00～ 19：00
☆HIPHOP 初級
（CHIHARU）
19：00～ 20：00
☆Soul Waack
（CHIHARU）
 20：00～ 21：00
☆Lock 
（YUKARI）
21：00～ 22：00

※GEE DANCE LESSON
（毎週月曜日）

BEPPU  UNIVERSITY
JUNIOR  COLLEGE 2015. NOVEMBER.28sat

The 23rd

開場 18：30～（開演 19：00）本学文化ホール

主　　　催：第２3回別府大学短期大学部大分キャンパス秋桜祭実行委員会 
協　　　力：第70回別府大学石垣祭実行委員会・第13回大分大学医学部祭実行委員会
後　　　援：大分合同新聞社･NHK大分放送局･OBS大分放送･TOSテレビ大分･OAB大分朝日放送
　　　　　　OCT大分ケーブルテレコム･エフエム大分･ゆふいんラヂオ局
特 別 協 賛：別府大学同窓会　　問い合わせ：別府大学短期大学部 大分キャンパス（代表）☎097-586-0001

  9：30
10：10／10：40
11：40
12：10／12：40
13：35
14：25
15：15／15：55
16：15／16：50
17：15／17：45
18：15／18：30

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50
18：45
21：00

（大分キャンパス発）

別府大学短期大学部  大分キャンパス  秋桜祭 T i m e  T a b l e
時　間 内　容 時　間 内　容

●JR久大本線　賀来駅下車　スクールバス８分
●大分自動車道　大分I.Cより約７分
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大分キャンパス

大分自動車道

賀来駅⇔大分キャンパス
シャトルバス時刻表

（後夜祭終了時刻によって
　変更する場合があります。）

ボーカル河村和範の歌唱力のみならず、メンバーの演奏力、
ステージ構成・演出にいたるまでこだわりぬいた内容は、ただ
の“モノマネバンド”の領域をはるかに超えるとファンにも関
係者にも驚きと感動を与え、今やサザンオールスターズ最強
トリビュートバンドとして福岡を拠点に全国各地で活動。

がお贈りする

後夜祭

ＫＡＷＡＭＵＲＡ ＢＡＮＤ  prof i le

オープニング・ダンスチーム
GEE ダンスパフォーマンス
モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス
福徳学院高等学校 
手話部によるコーラス歌唱披露

学内学生サークルによるライブ演奏

｢haru｣ ライブ演奏

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

｢FFF｣ ライブ演奏

｢Complex Numbers｣ ライブ演奏

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

｢Geshi｣ ライブ演奏

学内学生によるライブ演奏

学内学生による
各種パフォーマンス大会

学内学生によるソーラン節演舞

エンディング

後夜祭スペシャルコンサート
（KAWAMURA BANDライブ）
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16：40
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18：30～
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秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

※このコンサートは一般来場客優先のコンサートとなります。

Geshi ライブ演奏

移動動物園エリア

■　Geshi

大分県で活動する20歳シンガーソングライター。
大分市内のライブハウスなどで主にバンドのボーカ
ルとして活動している。弾き語りのスタイルでのライ
ブは2013年頃からスタート。BUMP OF CHICKEN
に影響を受け音楽を
始める。

僕は声だけで魅了で
きるアーティストでは
ないですが、歌って楽
しくなるようにいつも
心がけています！
精一杯歌うので宜し
くお願いします！

アフリカンサファリでは、約70種類、1400頭の動物達
が広大な敷地で伸び伸びと生活しています。その動物
達の中から今回は可愛いモルモットやハリネズミ、更
にはミニチュアホースがやって来ます。特にモルモット
はふれあい体験ができ大変人気です。皆さんも是非、
可愛い動物達に会いに来てください！

こんにちは(^^) モンリーブルバトン&ダンススタジオで
す。当スタジオには、現在、幼児～中学生までの約30名
のレッスン生がおり、週に一度東部公民館などで練習し
ています。 バトンに興味のある方、ダンスが好きな方、一
緒に楽しく踊りませんか？ぜひ一度遊びに来てください♪
詳しくは…
http://www2.hp-ez.com/hp/monlivrebaton
にて、ご覧ください☆

15：35～16：05　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート
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9

モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス11
10：30～10：50　学園祭特設ステージ

※天候や風の状況により中止することがあります。予めご了承ください。

ヒットパレードクラブ 生演奏 熱気球体験エリア

別府市元町（竹瓦温泉前）にある音楽博物館HITPARADE 
CLUBより、ヒッパレーダースが学園祭に登場！ 60年代
アメリカンポップスで繰り広げる豪華なステージをご来
場の皆様で楽しんで下さい。

2016年には、佐賀で熱気球の世界選手権が開催されま
す。佐賀の空が、世界中から集まった熱気球で埋め尽く
されます。一足先に、大分キャンパスにて熱気球に乗っ
てみて、熱気球の魅力を感じよう！

■　haru

FSM Records所属の大分出身のシンガーソングライター。 
綺麗な歌声と、オシャレな楽曲で福岡に進出し活動中‼

　　　　　　　 　学園祭特設ステージ13：00～13：30／15：00～15：30 9：00～12：00　本学グラウンド

1 2

12：20～12：50　学園祭特設ステージ

haru ライブ演奏5

18：15～18：30　学園祭特設ステージ
保育科設立当初からの伝統である｢ソーラン節演舞｣。保育科を卒業
した先輩方の伝統を受け継ぎながら、11期生個性豊かな、斬新且
つ華やかな “舞”｢ソーラン節演舞｣が完成しました。完成までに費
やした貴重な時がにわかに結束を強め、自信へと変貌しました。私
たちの雄姿を是非ご覧になり、学生の息吹をじかに感じて下さい。

今回、大分キャンパス軽音楽部は１年生バンド、２年生バンドに分
かれて出演します。１年生は今人気のbacknumberの曲を、２年生
は懐メロメドレーやさくらんぼ等の盛り上がる曲を演奏します。来
て頂いた皆様に楽しんでもらえるよう精一杯演奏します！私達と一
緒に歌って盛り上がりましょう!!

保育科２年生 企画
学内学生によるソーラン節演舞7

11：20～12：10　学園祭特設ステージ

軽音楽部
学内学生サークルによるライブ演奏

別府大学生
学内学生によるライブ演奏

6

KAWAMURA BAND
スペシャルコンサート
～今年は、サザンオールスターズで

盛り上がろうぜい～
■実績
イナズマゲート大阪大会出場
かぐや姫アコースティック音
楽祭グランプリ
ヤマハミュージックレボリュー
ション地区予選グランプリ
島村楽器撮れコン 
イメージソング部門入賞
全国音楽コンクール
声楽の部 金賞

本学茶道部による
野点を是非ご堪能下さい｡

本館玄関ラウンジ
10：00～16：00
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創った部屋を是非ご覧ください。
（監修 伊藤昭博教授）
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九州のみならず、広島や岡山などで開催しているbrother 
hoodのイベントにも参加‼ 栃木で行われたフェスにも参加
し、実績があるバンドです‼
爽やかな聴き
やすい楽曲を
引っさげて、い
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大分を中心に活動中の青春ポップパンクロックバンド、Stand 
Alone Ant。2013年に別府大学生で結成。
いつも全力のライブに定評があります。ボーカルの真っ直ぐな歌声
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参加‼パークプレイス、トキハわさだタウン、うみたまごな
ど、野外イベントにも参加‼期待の若手バンドである‼
Live風動画→ http://youtu.be/ojz4Ey69qJw

3
初めまして!! 私達は竹町中央
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スをしています。私達と楽
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緒に楽しく踊りませんか？ぜひ一度遊びに来てください♪
詳しくは…
http://www2.hp-ez.com/hp/monlivrebaton
にて、ご覧ください☆

15：35～16：05　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート

10

9

モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス11
10：30～10：50　学園祭特設ステージ

※天候や風の状況により中止することがあります。予めご了承ください。

ヒットパレードクラブ 生演奏 熱気球体験エリア

別府市元町（竹瓦温泉前）にある音楽博物館HITPARADE 
CLUBより、ヒッパレーダースが学園祭に登場！ 60年代
アメリカンポップスで繰り広げる豪華なステージをご来
場の皆様で楽しんで下さい。

2016年には、佐賀で熱気球の世界選手権が開催されま
す。佐賀の空が、世界中から集まった熱気球で埋め尽く
されます。一足先に、大分キャンパスにて熱気球に乗っ
てみて、熱気球の魅力を感じよう！

■　haru

FSM Records所属の大分出身のシンガーソングライター。 
綺麗な歌声と、オシャレな楽曲で福岡に進出し活動中‼

　　　　　　　 　学園祭特設ステージ13：00～13：30／15：00～15：30 9：00～12：00　本学グラウンド

1 2

12：20～12：50　学園祭特設ステージ

haru ライブ演奏5

18：15～18：30　学園祭特設ステージ
保育科設立当初からの伝統である｢ソーラン節演舞｣。保育科を卒業
した先輩方の伝統を受け継ぎながら、11期生個性豊かな、斬新且
つ華やかな “舞”｢ソーラン節演舞｣が完成しました。完成までに費
やした貴重な時がにわかに結束を強め、自信へと変貌しました。私
たちの雄姿を是非ご覧になり、学生の息吹をじかに感じて下さい。

今回、大分キャンパス軽音楽部は１年生バンド、２年生バンドに分
かれて出演します。１年生は今人気のbacknumberの曲を、２年生
は懐メロメドレーやさくらんぼ等の盛り上がる曲を演奏します。来
て頂いた皆様に楽しんでもらえるよう精一杯演奏します！私達と一
緒に歌って盛り上がりましょう!!

保育科２年生 企画
学内学生によるソーラン節演舞7

11：20～12：10　学園祭特設ステージ

軽音楽部
学内学生サークルによるライブ演奏

別府大学生
学内学生によるライブ演奏

6

KAWAMURA BAND
スペシャルコンサート
～今年は、サザンオールスターズで

盛り上がろうぜい～
■実績
イナズマゲート大阪大会出場
かぐや姫アコースティック音
楽祭グランプリ
ヤマハミュージックレボリュー
ション地区予選グランプリ
島村楽器撮れコン 
イメージソング部門入賞
全国音楽コンクール
声楽の部 金賞

本学茶道部による
野点を是非ご堪能下さい｡

本館玄関ラウンジ
10：00～16：00
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10：00～18：00　セミナーハウス 101号室

レオパレス21 カスタマイズ教室公開！！

秋桜祭にあわせてカスタマイズ教
室を作成しました！学生自身の
創った部屋を是非ご覧ください。
（監修 伊藤昭博教授）

14

Complex Numbers ライブ演奏8
14：20～14：50　学園祭特設ステージ

■　Complex Numbers

北九州で活躍中のバンドである。
九州のみならず、広島や岡山などで開催しているbrother 
hoodのイベントにも参加‼ 栃木で行われたフェスにも参加
し、実績があるバンドです‼
爽やかな聴き
やすい楽曲を
引っさげて、い
ざ別府大学短
期大学部大分
キャンパスに
行きます‼

12 福徳学院高等学校
手話部によるコーラス歌唱披露
10：50～11：10　学園祭特設ステージ

16：10～16：40　学園祭特設ステージ

福徳学院高等学校手話部のみなさんが手話コーラスを披露してくれ
ます。１年生４人、２年生５人、３年生３人の計12名で活動中。
多くの人に手話の大切さ、楽しさを知ってもらえるように数々のイ
ベントにも出演しています。今回は誰もが知る歌を４曲発表しま
す。表情の込もった手話と美しいコーラスを是非ご覧ください。

大分を中心に活動中の青春ポップパンクロックバンド、Stand 
Alone Ant。2013年に別府大学生で結成。
いつも全力のライブに定評があります。ボーカルの真っ直ぐな歌声
とギターの親しみやすいメロディ、ゴリゴリのベースと正確なドラ
ム、個性的な音がなぜかマッチして、心と体を揺さぶります！

FFF ライブ演奏

13：40～14：10　学園祭特設ステージ
今、勢いのあるバンドです‼ 地元大分を中心に活動し…
Sony Music主催のアメリカフェス大会のセミファイナルに
参加‼パークプレイス、トキハわさだタウン、うみたまごな
ど、野外イベントにも参加‼期待の若手バンドである‼
Live風動画→ http://youtu.be/ojz4Ey69qJw

3
初めまして!! 私達は竹町中央
町にあるダンススタジオシ
オナーズでストリートダン
スをしています。私達と楽
しくダンスしませんか？

10：00～10：30　学園祭特設ステージ

ダンスチームGEE ダンスパフォーマンス4

☆ビギナーリズム
トレーニング
（CHIHARU）
18：00～ 19：00
☆HIPHOP 初級
（CHIHARU）
19：00～ 20：00
☆Soul Waack
（CHIHARU）
 20：00～ 21：00
☆Lock 
（YUKARI）
21：00～ 22：00

※GEE DANCE LESSON
（毎週月曜日）

BEPPU  UNIVERSITY
JUNIOR  COLLEGE 2015. NOVEMBER.28sat

The 23rd

開場 18：30～（開演 19：00）本学文化ホール

主　　　催：第２3回別府大学短期大学部大分キャンパス秋桜祭実行委員会 
協　　　力：第70回別府大学石垣祭実行委員会・第13回大分大学医学部祭実行委員会
後　　　援：大分合同新聞社･NHK大分放送局･OBS大分放送･TOSテレビ大分･OAB大分朝日放送
　　　　　　OCT大分ケーブルテレコム･エフエム大分･ゆふいんラヂオ局
特 別 協 賛：別府大学同窓会　　問い合わせ：別府大学短期大学部 大分キャンパス（代表）☎097-586-0001

  9：30
10：10／10：40
11：40
12：10／12：40
13：35
14：25
15：15／15：55
16：15／16：50
17：15／17：45
18：15／18：30

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50
18：45
21：00

（大分キャンパス発）

別府大学短期大学部  大分キャンパス  秋桜祭 T i m e  T a b l e
時　間 内　容 時　間 内　容

●JR久大本線　賀来駅下車　スクールバス８分
●大分自動車道　大分I.Cより約７分

大分港

国道10号
大分駅

南大分駅

賀来駅

J
R
久
大
本
線 西大分駅

JR日豊本線

大分I.C

■大分大学
　医学部

国道210号

→庄内

医大
バイ
パス↑臼杵I.C

←宮崎 北九州→

別府→

別府I.C→
古
国
府
駅

大分キャンパス

大分自動車道

賀来駅⇔大分キャンパス
シャトルバス時刻表

（後夜祭終了時刻によって
　変更する場合があります。）

ボーカル河村和範の歌唱力のみならず、メンバーの演奏力、
ステージ構成・演出にいたるまでこだわりぬいた内容は、ただ
の“モノマネバンド”の領域をはるかに超えるとファンにも関
係者にも驚きと感動を与え、今やサザンオールスターズ最強
トリビュートバンドとして福岡を拠点に全国各地で活動。

がお贈りする

後夜祭

ＫＡＷＡＭＵＲＡ ＢＡＮＤ  prof i le

オープニング・ダンスチーム
GEE ダンスパフォーマンス
モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス
福徳学院高等学校 
手話部によるコーラス歌唱披露

学内学生サークルによるライブ演奏

｢haru｣ ライブ演奏

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

｢FFF｣ ライブ演奏

｢Complex Numbers｣ ライブ演奏

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

｢Geshi｣ ライブ演奏

学内学生によるライブ演奏

学内学生による
各種パフォーマンス大会

学内学生によるソーラン節演舞

エンディング

後夜祭スペシャルコンサート
（KAWAMURA BANDライブ）

10：00～
10：30

10：30～
10：50

10：50～
11：10

11：20～
12：10

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
14：10

14：20～
14：50

10：00～
10：30

10：30～
10：50

10：50～
11：10

11：20～
12：10

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
14：10

14：20～
14：50

15：00～
15：30

15：35～
16：05

16：10～
16：40

16：45～
18：15

18：15～
18：30

18：30～

19：00～
20：00

秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

※このコンサートは一般来場客優先のコンサートとなります。

Geshi ライブ演奏

移動動物園エリア

■　Geshi

大分県で活動する20歳シンガーソングライター。
大分市内のライブハウスなどで主にバンドのボーカ
ルとして活動している。弾き語りのスタイルでのライ
ブは2013年頃からスタート。BUMP OF CHICKEN
に影響を受け音楽を
始める。

僕は声だけで魅了で
きるアーティストでは
ないですが、歌って楽
しくなるようにいつも
心がけています！
精一杯歌うので宜し
くお願いします！

アフリカンサファリでは、約70種類、1400頭の動物達
が広大な敷地で伸び伸びと生活しています。その動物
達の中から今回は可愛いモルモットやハリネズミ、更
にはミニチュアホースがやって来ます。特にモルモット
はふれあい体験ができ大変人気です。皆さんも是非、
可愛い動物達に会いに来てください！

こんにちは(^^) モンリーブルバトン&ダンススタジオで
す。当スタジオには、現在、幼児～中学生までの約30名
のレッスン生がおり、週に一度東部公民館などで練習し
ています。 バトンに興味のある方、ダンスが好きな方、一
緒に楽しく踊りませんか？ぜひ一度遊びに来てください♪
詳しくは…
http://www2.hp-ez.com/hp/monlivrebaton
にて、ご覧ください☆

15：35～16：05　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート

10

9

モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス11
10：30～10：50　学園祭特設ステージ

※天候や風の状況により中止することがあります。予めご了承ください。

ヒットパレードクラブ 生演奏 熱気球体験エリア

別府市元町（竹瓦温泉前）にある音楽博物館HITPARADE 
CLUBより、ヒッパレーダースが学園祭に登場！ 60年代
アメリカンポップスで繰り広げる豪華なステージをご来
場の皆様で楽しんで下さい。

2016年には、佐賀で熱気球の世界選手権が開催されま
す。佐賀の空が、世界中から集まった熱気球で埋め尽く
されます。一足先に、大分キャンパスにて熱気球に乗っ
てみて、熱気球の魅力を感じよう！

■　haru

FSM Records所属の大分出身のシンガーソングライター。 
綺麗な歌声と、オシャレな楽曲で福岡に進出し活動中‼

　　　　　　　 　学園祭特設ステージ13：00～13：30／15：00～15：30 9：00～12：00　本学グラウンド

1 2

12：20～12：50　学園祭特設ステージ

haru ライブ演奏5

18：15～18：30　学園祭特設ステージ
保育科設立当初からの伝統である｢ソーラン節演舞｣。保育科を卒業
した先輩方の伝統を受け継ぎながら、11期生個性豊かな、斬新且
つ華やかな “舞”｢ソーラン節演舞｣が完成しました。完成までに費
やした貴重な時がにわかに結束を強め、自信へと変貌しました。私
たちの雄姿を是非ご覧になり、学生の息吹をじかに感じて下さい。

今回、大分キャンパス軽音楽部は１年生バンド、２年生バンドに分
かれて出演します。１年生は今人気のbacknumberの曲を、２年生
は懐メロメドレーやさくらんぼ等の盛り上がる曲を演奏します。来
て頂いた皆様に楽しんでもらえるよう精一杯演奏します！私達と一
緒に歌って盛り上がりましょう!!

保育科２年生 企画
学内学生によるソーラン節演舞7

11：20～12：10　学園祭特設ステージ

軽音楽部
学内学生サークルによるライブ演奏

別府大学生
学内学生によるライブ演奏

6

KAWAMURA BAND
スペシャルコンサート
～今年は、サザンオールスターズで

盛り上がろうぜい～
■実績
イナズマゲート大阪大会出場
かぐや姫アコースティック音
楽祭グランプリ
ヤマハミュージックレボリュー
ション地区予選グランプリ
島村楽器撮れコン 
イメージソング部門入賞
全国音楽コンクール
声楽の部 金賞

本学茶道部による
野点を是非ご堪能下さい｡

本館玄関ラウンジ
10：00～16：00
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10：00～18：00　セミナーハウス 101号室

レオパレス21 カスタマイズ教室公開！！

秋桜祭にあわせてカスタマイズ教
室を作成しました！学生自身の
創った部屋を是非ご覧ください。
（監修 伊藤昭博教授）

14

Complex Numbers ライブ演奏8
14：20～14：50　学園祭特設ステージ

■　Complex Numbers

北九州で活躍中のバンドである。
九州のみならず、広島や岡山などで開催しているbrother 
hoodのイベントにも参加‼ 栃木で行われたフェスにも参加
し、実績があるバンドです‼
爽やかな聴き
やすい楽曲を
引っさげて、い
ざ別府大学短
期大学部大分
キャンパスに
行きます‼

12 福徳学院高等学校
手話部によるコーラス歌唱披露
10：50～11：10　学園祭特設ステージ

16：10～16：40　学園祭特設ステージ

福徳学院高等学校手話部のみなさんが手話コーラスを披露してくれ
ます。１年生４人、２年生５人、３年生３人の計12名で活動中。
多くの人に手話の大切さ、楽しさを知ってもらえるように数々のイ
ベントにも出演しています。今回は誰もが知る歌を４曲発表しま
す。表情の込もった手話と美しいコーラスを是非ご覧ください。

大分を中心に活動中の青春ポップパンクロックバンド、Stand 
Alone Ant。2013年に別府大学生で結成。
いつも全力のライブに定評があります。ボーカルの真っ直ぐな歌声
とギターの親しみやすいメロディ、ゴリゴリのベースと正確なドラ
ム、個性的な音がなぜかマッチして、心と体を揺さぶります！

FFF ライブ演奏

13：40～14：10　学園祭特設ステージ
今、勢いのあるバンドです‼ 地元大分を中心に活動し…
Sony Music主催のアメリカフェス大会のセミファイナルに
参加‼パークプレイス、トキハわさだタウン、うみたまごな
ど、野外イベントにも参加‼期待の若手バンドである‼
Live風動画→ http://youtu.be/ojz4Ey69qJw

3
初めまして!! 私達は竹町中央
町にあるダンススタジオシ
オナーズでストリートダン
スをしています。私達と楽
しくダンスしませんか？

10：00～10：30　学園祭特設ステージ

ダンスチームGEE ダンスパフォーマンス4

☆ビギナーリズム
トレーニング
（CHIHARU）
18：00～ 19：00
☆HIPHOP 初級
（CHIHARU）
19：00～ 20：00
☆Soul Waack
（CHIHARU）
 20：00～ 21：00
☆Lock 
（YUKARI）
21：00～ 22：00

※GEE DANCE LESSON
（毎週月曜日）

BEPPU  UNIVERSITY
JUNIOR  COLLEGE 2015. NOVEMBER.28sat

The 23rd

開場 18：30～（開演 19：00）本学文化ホール

主　　　催：第２3回別府大学短期大学部大分キャンパス秋桜祭実行委員会 
協　　　力：第70回別府大学石垣祭実行委員会・第13回大分大学医学部祭実行委員会
後　　　援：大分合同新聞社･NHK大分放送局･OBS大分放送･TOSテレビ大分･OAB大分朝日放送
　　　　　　OCT大分ケーブルテレコム･エフエム大分･ゆふいんラヂオ局
特 別 協 賛：別府大学同窓会　　問い合わせ：別府大学短期大学部 大分キャンパス（代表）☎097-586-0001

  9：30
10：10／10：40
11：40
12：10／12：40
13：35
14：25
15：15／15：55
16：15／16：50
17：15／17：45
18：15／18：30

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50
18：45
21：00

（大分キャンパス発）

別府大学短期大学部  大分キャンパス  秋桜祭 T i m e  T a b l e
時　間 内　容 時　間 内　容

●JR久大本線　賀来駅下車　スクールバス８分
●大分自動車道　大分I.Cより約７分

大分港

国道10号
大分駅

南大分駅

賀来駅

J
R
久
大
本
線 西大分駅

JR日豊本線

大分I.C

■大分大学
　医学部

国道210号

→庄内

医大
バイ
パス↑臼杵I.C

←宮崎 北九州→

別府→

別府I.C→
古
国
府
駅

大分キャンパス

大分自動車道

賀来駅⇔大分キャンパス
シャトルバス時刻表

（後夜祭終了時刻によって
　変更する場合があります。）

ボーカル河村和範の歌唱力のみならず、メンバーの演奏力、
ステージ構成・演出にいたるまでこだわりぬいた内容は、ただ
の“モノマネバンド”の領域をはるかに超えるとファンにも関
係者にも驚きと感動を与え、今やサザンオールスターズ最強
トリビュートバンドとして福岡を拠点に全国各地で活動。

がお贈りする

後夜祭

ＫＡＷＡＭＵＲＡ ＢＡＮＤ  prof i le

オープニング・ダンスチーム
GEE ダンスパフォーマンス
モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス
福徳学院高等学校 
手話部によるコーラス歌唱披露

学内学生サークルによるライブ演奏

｢haru｣ ライブ演奏

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

｢FFF｣ ライブ演奏

｢Complex Numbers｣ ライブ演奏

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

｢Geshi｣ ライブ演奏

学内学生によるライブ演奏

学内学生による
各種パフォーマンス大会

学内学生によるソーラン節演舞

エンディング

後夜祭スペシャルコンサート
（KAWAMURA BANDライブ）

10：00～
10：30

10：30～
10：50

10：50～
11：10

11：20～
12：10

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
14：10

14：20～
14：50

10：00～
10：30

10：30～
10：50

10：50～
11：10

11：20～
12：10

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
14：10

14：20～
14：50

15：00～
15：30

15：35～
16：05

16：10～
16：40

16：45～
18：15

18：15～
18：30

18：30～

19：00～
20：00

秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

※このコンサートは一般来場客優先のコンサートとなります。

Geshi ライブ演奏

移動動物園エリア

■　Geshi

大分県で活動する20歳シンガーソングライター。
大分市内のライブハウスなどで主にバンドのボーカ
ルとして活動している。弾き語りのスタイルでのライ
ブは2013年頃からスタート。BUMP OF CHICKEN
に影響を受け音楽を
始める。

僕は声だけで魅了で
きるアーティストでは
ないですが、歌って楽
しくなるようにいつも
心がけています！
精一杯歌うので宜し
くお願いします！

アフリカンサファリでは、約70種類、1400頭の動物達
が広大な敷地で伸び伸びと生活しています。その動物
達の中から今回は可愛いモルモットやハリネズミ、更
にはミニチュアホースがやって来ます。特にモルモット
はふれあい体験ができ大変人気です。皆さんも是非、
可愛い動物達に会いに来てください！

こんにちは(^^) モンリーブルバトン&ダンススタジオで
す。当スタジオには、現在、幼児～中学生までの約30名
のレッスン生がおり、週に一度東部公民館などで練習し
ています。 バトンに興味のある方、ダンスが好きな方、一
緒に楽しく踊りませんか？ぜひ一度遊びに来てください♪
詳しくは…
http://www2.hp-ez.com/hp/monlivrebaton
にて、ご覧ください☆

15：35～16：05　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート

10

9

モンリーブルバトン＆ダンススタジオ
バトンパフォーマンス11
10：30～10：50　学園祭特設ステージ

※天候や風の状況により中止することがあります。予めご了承ください。

ヒットパレードクラブ 生演奏 熱気球体験エリア

別府市元町（竹瓦温泉前）にある音楽博物館HITPARADE 
CLUBより、ヒッパレーダースが学園祭に登場！ 60年代
アメリカンポップスで繰り広げる豪華なステージをご来
場の皆様で楽しんで下さい。

2016年には、佐賀で熱気球の世界選手権が開催されま
す。佐賀の空が、世界中から集まった熱気球で埋め尽く
されます。一足先に、大分キャンパスにて熱気球に乗っ
てみて、熱気球の魅力を感じよう！

■　haru

FSM Records所属の大分出身のシンガーソングライター。 
綺麗な歌声と、オシャレな楽曲で福岡に進出し活動中‼

　　　　　　　 　学園祭特設ステージ13：00～13：30／15：00～15：30 9：00～12：00　本学グラウンド

1 2

12：20～12：50　学園祭特設ステージ

haru ライブ演奏5

18：15～18：30　学園祭特設ステージ
保育科設立当初からの伝統である｢ソーラン節演舞｣。保育科を卒業
した先輩方の伝統を受け継ぎながら、11期生個性豊かな、斬新且
つ華やかな “舞”｢ソーラン節演舞｣が完成しました。完成までに費
やした貴重な時がにわかに結束を強め、自信へと変貌しました。私
たちの雄姿を是非ご覧になり、学生の息吹をじかに感じて下さい。

今回、大分キャンパス軽音楽部は１年生バンド、２年生バンドに分
かれて出演します。１年生は今人気のbacknumberの曲を、２年生
は懐メロメドレーやさくらんぼ等の盛り上がる曲を演奏します。来
て頂いた皆様に楽しんでもらえるよう精一杯演奏します！私達と一
緒に歌って盛り上がりましょう!!

保育科２年生 企画
学内学生によるソーラン節演舞7

11：20～12：10　学園祭特設ステージ

軽音楽部
学内学生サークルによるライブ演奏

別府大学生
学内学生によるライブ演奏

6

KAWAMURA BAND
スペシャルコンサート
～今年は、サザンオールスターズで

盛り上がろうぜい～
■実績
イナズマゲート大阪大会出場
かぐや姫アコースティック音
楽祭グランプリ
ヤマハミュージックレボリュー
ション地区予選グランプリ
島村楽器撮れコン 
イメージソング部門入賞
全国音楽コンクール
声楽の部 金賞

本学茶道部による
野点を是非ご堪能下さい｡

本館玄関ラウンジ
10：00～16：00


