
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、混合バンドで出演します。１年生はSEKAI NO 
OWARIの曲を、２年生はback numberの曲を、混合バン
ドではメドレーや高嶺の花子さんを演奏します。大学に
入ってから始めた初心者ばかりですが、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！！

11：30～11：55　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11

「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス7
12：20～12：50　学園祭特設ステージ

■　Anba in ‘Blue Birds!’

こんにちは。「Anba in 'Blue Birds!'」です。私達はとにかく
マーチングが好き！学校を卒業してもマーチングがしたい！
というメンバーが集まり日々活動しております。まだまだマ
ーチングは世間一般には知られてないのが現状ですが地域
の行事に積極的に参加し、マーチングを多くの方々に見て
もらい、知ってもらう事を目標にもしております。そんな
中、今年で活動14年目を迎え、お陰様でマーチングバンド
全国大会へ６年連続出場
させて頂きました。
本日は皆様に迫力ある大
人の演奏と弾けっぷりを
見て頂きたく思います。
一緒に盛り上がりまし
ょう。

10 別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
12：00～12：15　学園祭特設ステージ

こんにちは、私たち別府大学沖縄県人会は70年前に結成
されたサークルで、現在、男子学生12名・女子学生11名
で活動しています。主に地域のお祭りや施設等の行事にボ
ランティア出演し、沖縄の伝統芸能である「エイサー」を
広く県内の皆様に紹介しています。
「エイサー」には大太鼓、締め太鼓、女子踊り、三線など
の４つのパートがあり、それぞれ違う魅力があります！そ
のそれぞれが一体となった様を秋桜祭で是非ご覧いただ
き、沖縄の雰囲気を体感してもらえたら嬉しく思います。

爆裂パンダ ライブ演奏

14：00～14：30　学園祭特設ステージ

3
14：00～14：30　学園祭特設ステージ

B-LAST ライブ演奏4

BEPPU  UNIVERSITY
JUNIOR  COLLEGE 2016. NOVEMBER.26sat

The 24th

 16：40～16：50　学園祭特設ステージ

主　　　催：第２4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71回別府大学石垣祭実行委員会・第14回大分大学医学部祭実行委員会
後　　　援：大分合同新聞社･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

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50

（大分キャンパス発）
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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
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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

（タイムスケジュールにより
　変更する場合があります。）

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、12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。

prof i le

学生による
ダンスパフォーマンス

イントロクイズ大会（学内学生）

軽音楽部ライブ演奏（学内学生）

別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

学生によるパフォーマンス大会

「爆裂パンダ」・「The Robins」・
「Ｂ・LAST」ライブ生演奏

学生によるパフォーマンス大会

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

かき氷早食い大会

ラーメン早食い大会

仮装コンテスト（学内学生）

保育科学生によるソーラン節演舞

抽選会

エンディング 
秋桜祭実行委員企画
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秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

大分南高校書道ガールズパフォーマンス

移動動物園エリア

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！

現在、１年生７名、２年生３名、３年生５名、計15名で
日々楽しく活動中。部員全員で協力し、数々の大会で上位
入賞。さらに外部パフォーマンスもたくさんしています。
今回、大分南高校書道部OBの別府大学生を加え、皆さん
の秋桜祭がよりよいものになることを願いパフォーマン
スさせて頂きます。ぜひ楽しんで御覧下さい‼

10：00～10：30　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート

6

8

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9
10：00～10：30　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。

今年の10月31日～ 11月６日まで、佐賀では熱気球の世
界選手権が開催されました。総参加機数178機のバルー
ンの熱気を大分キャンパスにて感じてみませんか？

■　The Robins

久留米で行われた、くるおん！のベストパフォーマーを
獲得。くるめ街かど音楽祭では、メインステージに出演
予定である。メジャーアーティストの吉田・山田などら
と共演予定。

　　　　　　　 　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

14：00～14：30　学園祭特設ステージ

The Robins ライブ演奏5

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
10：00～15：00

オープニング
大分南高校書道ガールズパフォーマンス
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

■　爆裂パンダ

OBS「パチ魂」OCT「キンコンカンコン」などのエンデ
ィングテーマも担当。OBS感謝祭では、中島晴香同様、
リトグリ、植村花菜、サスケらと共演。キャナルシティ
ーでも三ヶ月連続演奏した実績あるバンドです。

■　monlivre baton&dance studio

こんにちは！モンリーブルバトン＆ダンススタジオです。秋
桜祭に参加するのは、５回目となり、大変うれしく思ってい
ます。精一杯踊るので、応援よろしくお願いします♪

■　B-LAST

モデルDAIKI率いる歌ものバンド。全国ネット「Music 
TANK」有線「USENでアプリ」などにも楽曲を配信中。
臼杵高校、福徳高校の文化祭にも出演!!

舞
保育科２年生による

ソーラン節演舞

●エイサー
一般的に旧暦の７月15日にあたる旧盆の先祖をお送りする
日（沖縄ではウークイという）の夜、青年男女が集落内を踊
り巡り、各家の無病息災、家内安全、繁盛を祈り、祖先の霊
を供養する沖縄の伝統芸能。地域によってはヤンサー、エ
ンサー、七月舞（しちぐゎちもーい）、念仏廻り（にちぶち
まーい）とも呼ばれる。

＊レッスン生募集しています♪
　詳しくは http://www2.hp-ez.com/hp.monlivrebaton
　［メール］ monlivrestudio@hotmail.co.jp

～伝統を受け継ぐ学生たちの魂が
今、ひとつに～

Finale!Finale!Finale!



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、混合バンドで出演します。１年生はSEKAI NO 
OWARIの曲を、２年生はback numberの曲を、混合バン
ドではメドレーや高嶺の花子さんを演奏します。大学に
入ってから始めた初心者ばかりですが、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！！

11：30～11：55　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11

「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス7
12：20～12：50　学園祭特設ステージ

■　Anba in ‘Blue Birds!’

こんにちは。「Anba in 'Blue Birds!'」です。私達はとにかく
マーチングが好き！学校を卒業してもマーチングがしたい！
というメンバーが集まり日々活動しております。まだまだマ
ーチングは世間一般には知られてないのが現状ですが地域
の行事に積極的に参加し、マーチングを多くの方々に見て
もらい、知ってもらう事を目標にもしております。そんな
中、今年で活動14年目を迎え、お陰様でマーチングバンド
全国大会へ６年連続出場
させて頂きました。
本日は皆様に迫力ある大
人の演奏と弾けっぷりを
見て頂きたく思います。
一緒に盛り上がりまし
ょう。

10 別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
12：00～12：15　学園祭特設ステージ

こんにちは、私たち別府大学沖縄県人会は70年前に結成
されたサークルで、現在、男子学生12名・女子学生11名
で活動しています。主に地域のお祭りや施設等の行事にボ
ランティア出演し、沖縄の伝統芸能である「エイサー」を
広く県内の皆様に紹介しています。
「エイサー」には大太鼓、締め太鼓、女子踊り、三線など
の４つのパートがあり、それぞれ違う魅力があります！そ
のそれぞれが一体となった様を秋桜祭で是非ご覧いただ
き、沖縄の雰囲気を体感してもらえたら嬉しく思います。

爆裂パンダ ライブ演奏

14：00～14：30　学園祭特設ステージ
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主　　　催：第２4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71回別府大学石垣祭実行委員会・第14回大分大学医学部祭実行委員会
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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、12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。

prof i le

学生による
ダンスパフォーマンス

イントロクイズ大会（学内学生）

軽音楽部ライブ演奏（学内学生）

別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

学生によるパフォーマンス大会

「爆裂パンダ」・「The Robins」・
「Ｂ・LAST」ライブ生演奏

学生によるパフォーマンス大会

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

かき氷早食い大会

ラーメン早食い大会

仮装コンテスト（学内学生）

保育科学生によるソーラン節演舞

抽選会
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秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

大分南高校書道ガールズパフォーマンス

移動動物園エリア

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！

現在、１年生７名、２年生３名、３年生５名、計15名で
日々楽しく活動中。部員全員で協力し、数々の大会で上位
入賞。さらに外部パフォーマンスもたくさんしています。
今回、大分南高校書道部OBの別府大学生を加え、皆さん
の秋桜祭がよりよいものになることを願いパフォーマン
スさせて頂きます。ぜひ楽しんで御覧下さい‼

10：00～10：30　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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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9
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※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。

今年の10月31日～ 11月６日まで、佐賀では熱気球の世
界選手権が開催されました。総参加機数178機のバルー
ンの熱気を大分キャンパスにて感じてみませんか？

■　The Robins

久留米で行われた、くるおん！のベストパフォーマーを
獲得。くるめ街かど音楽祭では、メインステージに出演
予定である。メジャーアーティストの吉田・山田などら
と共演予定。

　　　　　　　 　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
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The Robins ライブ演奏5

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
10：00～15：00

オープニング
大分南高校書道ガールズパフォーマンス
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

■　爆裂パンダ

OBS「パチ魂」OCT「キンコンカンコン」などのエンデ
ィングテーマも担当。OBS感謝祭では、中島晴香同様、
リトグリ、植村花菜、サスケらと共演。キャナルシティ
ーでも三ヶ月連続演奏した実績あるバンドです。

■　monlivre baton&dance studio

こんにちは！モンリーブルバトン＆ダンススタジオです。秋
桜祭に参加するのは、５回目となり、大変うれしく思ってい
ます。精一杯踊るので、応援よろしくお願いします♪

■　B-LAST

モデルDAIKI率いる歌ものバンド。全国ネット「Music 
TANK」有線「USENでアプリ」などにも楽曲を配信中。
臼杵高校、福徳高校の文化祭にも出演!!

舞
保育科２年生による

ソーラン節演舞

●エイサー
一般的に旧暦の７月15日にあたる旧盆の先祖をお送りする
日（沖縄ではウークイという）の夜、青年男女が集落内を踊
り巡り、各家の無病息災、家内安全、繁盛を祈り、祖先の霊
を供養する沖縄の伝統芸能。地域によってはヤンサー、エ
ンサー、七月舞（しちぐゎちもーい）、念仏廻り（にちぶち
まーい）とも呼ばれる。

＊レッスン生募集しています♪
　詳しくは http://www2.hp-ez.com/hp.monlivrebaton
　［メール］ monlivrestudio@hotmail.co.jp

～伝統を受け継ぐ学生たちの魂が
今、ひとつに～

Finale!Finale!Finale!



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、混合バンドで出演します。１年生はSEKAI NO 
OWARIの曲を、２年生はback numberの曲を、混合バン
ドではメドレーや高嶺の花子さんを演奏します。大学に
入ってから始めた初心者ばかりですが、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！！

11：30～11：55　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11

「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス7
12：20～12：50　学園祭特設ステージ

■　Anba in ‘Blue Birds!’

こんにちは。「Anba in 'Blue Birds!'」です。私達はとにかく
マーチングが好き！学校を卒業してもマーチングがしたい！
というメンバーが集まり日々活動しております。まだまだマ
ーチングは世間一般には知られてないのが現状ですが地域
の行事に積極的に参加し、マーチングを多くの方々に見て
もらい、知ってもらう事を目標にもしております。そんな
中、今年で活動14年目を迎え、お陰様でマーチングバンド
全国大会へ６年連続出場
させて頂きました。
本日は皆様に迫力ある大
人の演奏と弾けっぷりを
見て頂きたく思います。
一緒に盛り上がりまし
ょう。

10 別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
12：00～12：15　学園祭特設ステージ

こんにちは、私たち別府大学沖縄県人会は70年前に結成
されたサークルで、現在、男子学生12名・女子学生11名
で活動しています。主に地域のお祭りや施設等の行事にボ
ランティア出演し、沖縄の伝統芸能である「エイサー」を
広く県内の皆様に紹介しています。
「エイサー」には大太鼓、締め太鼓、女子踊り、三線など
の４つのパートがあり、それぞれ違う魅力があります！そ
のそれぞれが一体となった様を秋桜祭で是非ご覧いただ
き、沖縄の雰囲気を体感してもらえたら嬉しく思います。

爆裂パンダ ライブ演奏

14：00～14：30　学園祭特設ステージ

3
14：00～14：30　学園祭特設ステージ

B-LAST ライブ演奏4

BEPPU  UNIVERSITY
JUNIOR  COLLEGE 2016. NOVEMBER.26sat

The 24th

 16：40～16：50　学園祭特設ステージ

主　　　催：第２4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71回別府大学石垣祭実行委員会・第14回大分大学医学部祭実行委員会
後　　　援：大分合同新聞社･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

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50

（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

（タイムスケジュールにより
　変更する場合があります。）

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、12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。

prof i le

学生による
ダンスパフォーマンス

イントロクイズ大会（学内学生）

軽音楽部ライブ演奏（学内学生）

別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

学生によるパフォーマンス大会

「爆裂パンダ」・「The Robins」・
「Ｂ・LAST」ライブ生演奏

学生によるパフォーマンス大会

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

かき氷早食い大会

ラーメン早食い大会

仮装コンテスト（学内学生）

保育科学生によるソーラン節演舞

抽選会

エンディング 
秋桜祭実行委員企画

10：00～
10：30

10：45～
11：00

11：05～
11：20

11：30～
11：55

12：00～
12：15

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
13：55

10：00～
10：30

10：45～
11：00

11：05～
11：20

11：30～
11：55

12：00～
12：15

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
13：55

14：00～
14：30

14：35～
14：50

15：00～
15：30

15：40～
15：50

15：55～
16：10

16：15～
16：30

16：40～
16：50

16：55～
17：10

17：15～

秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

大分南高校書道ガールズパフォーマンス

移動動物園エリア

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！

現在、１年生７名、２年生３名、３年生５名、計15名で
日々楽しく活動中。部員全員で協力し、数々の大会で上位
入賞。さらに外部パフォーマンスもたくさんしています。
今回、大分南高校書道部OBの別府大学生を加え、皆さん
の秋桜祭がよりよいものになることを願いパフォーマン
スさせて頂きます。ぜひ楽しんで御覧下さい‼

10：00～10：30　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート

6

8

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9
10：00～10：30　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。

今年の10月31日～ 11月６日まで、佐賀では熱気球の世
界選手権が開催されました。総参加機数178機のバルー
ンの熱気を大分キャンパスにて感じてみませんか？

■　The Robins

久留米で行われた、くるおん！のベストパフォーマーを
獲得。くるめ街かど音楽祭では、メインステージに出演
予定である。メジャーアーティストの吉田・山田などら
と共演予定。

　　　　　　　 　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

14：00～14：30　学園祭特設ステージ

The Robins ライブ演奏5

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
10：00～15：00

オープニング
大分南高校書道ガールズパフォーマンス
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

■　爆裂パンダ

OBS「パチ魂」OCT「キンコンカンコン」などのエンデ
ィングテーマも担当。OBS感謝祭では、中島晴香同様、
リトグリ、植村花菜、サスケらと共演。キャナルシティ
ーでも三ヶ月連続演奏した実績あるバンドです。

■　monlivre baton&dance studio

こんにちは！モンリーブルバトン＆ダンススタジオです。秋
桜祭に参加するのは、５回目となり、大変うれしく思ってい
ます。精一杯踊るので、応援よろしくお願いします♪

■　B-LAST

モデルDAIKI率いる歌ものバンド。全国ネット「Music 
TANK」有線「USENでアプリ」などにも楽曲を配信中。
臼杵高校、福徳高校の文化祭にも出演!!

舞
保育科２年生による

ソーラン節演舞

●エイサー
一般的に旧暦の７月15日にあたる旧盆の先祖をお送りする
日（沖縄ではウークイという）の夜、青年男女が集落内を踊
り巡り、各家の無病息災、家内安全、繁盛を祈り、祖先の霊
を供養する沖縄の伝統芸能。地域によってはヤンサー、エ
ンサー、七月舞（しちぐゎちもーい）、念仏廻り（にちぶち
まーい）とも呼ばれる。

＊レッスン生募集しています♪
　詳しくは http://www2.hp-ez.com/hp.monlivrebaton
　［メール］ monlivrestudio@hotmail.co.jp

～伝統を受け継ぐ学生たちの魂が
今、ひとつに～

Finale!Finale!Finale!



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、混合バンドで出演します。１年生はSEKAI NO 
OWARIの曲を、２年生はback numberの曲を、混合バン
ドではメドレーや高嶺の花子さんを演奏します。大学に
入ってから始めた初心者ばかりですが、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！！

11：30～11：55　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11

「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス7
12：20～12：50　学園祭特設ステージ

■　Anba in ‘Blue Birds!’

こんにちは。「Anba in 'Blue Birds!'」です。私達はとにかく
マーチングが好き！学校を卒業してもマーチングがしたい！
というメンバーが集まり日々活動しております。まだまだマ
ーチングは世間一般には知られてないのが現状ですが地域
の行事に積極的に参加し、マーチングを多くの方々に見て
もらい、知ってもらう事を目標にもしております。そんな
中、今年で活動14年目を迎え、お陰様でマーチングバンド
全国大会へ６年連続出場
させて頂きました。
本日は皆様に迫力ある大
人の演奏と弾けっぷりを
見て頂きたく思います。
一緒に盛り上がりまし
ょう。

10 別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
12：00～12：15　学園祭特設ステージ

こんにちは、私たち別府大学沖縄県人会は70年前に結成
されたサークルで、現在、男子学生12名・女子学生11名
で活動しています。主に地域のお祭りや施設等の行事にボ
ランティア出演し、沖縄の伝統芸能である「エイサー」を
広く県内の皆様に紹介しています。
「エイサー」には大太鼓、締め太鼓、女子踊り、三線など
の４つのパートがあり、それぞれ違う魅力があります！そ
のそれぞれが一体となった様を秋桜祭で是非ご覧いただ
き、沖縄の雰囲気を体感してもらえたら嬉しく思います。

爆裂パンダ ライブ演奏

14：00～14：30　学園祭特設ステージ

3
14：00～14：30　学園祭特設ステージ

B-LAST ライブ演奏4

BEPPU  UNIVERSITY
JUNIOR  COLLEGE 2016. NOVEMBER.26sat

The 24th

 16：40～16：50　学園祭特設ステージ

主　　　催：第２4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71回別府大学石垣祭実行委員会・第14回大分大学医学部祭実行委員会
後　　　援：大分合同新聞社･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

（賀来駅発）
14：20
15：35
17：00／17：50

（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
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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

（タイムスケジュールにより
　変更する場合があります。）

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、12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。

prof i le

学生による
ダンスパフォーマンス

イントロクイズ大会（学内学生）

軽音楽部ライブ演奏（学内学生）

別府大学沖縄県人会による
エイサー舞踊
「Anba in‘Blue Birds!’」 による
パフォーマンス

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.1

学生によるパフォーマンス大会

「爆裂パンダ」・「The Robins」・
「Ｂ・LAST」ライブ生演奏

学生によるパフォーマンス大会

ヒットパレードクラブ生演奏 Vol.2

かき氷早食い大会

ラーメン早食い大会

仮装コンテスト（学内学生）

保育科学生によるソーラン節演舞

抽選会

エンディング 
秋桜祭実行委員企画

10：00～
10：30

10：45～
11：00

11：05～
11：20

11：30～
11：55

12：00～
12：15

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
13：55

10：00～
10：30

10：45～
11：00

11：05～
11：20

11：30～
11：55

12：00～
12：15

12：20～
12：50

13：00～
13：30

13：40～
13：55

14：00～
14：30

14：35～
14：50

15：00～
15：30

15：40～
15：50

15：55～
16：10

16：15～
16：30

16：40～
16：50

16：55～
17：10

17：15～

秋 桜 祭
歌とダンスの学園祭

大分南高校書道ガールズパフォーマンス

移動動物園エリア

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！

現在、１年生７名、２年生３名、３年生５名、計15名で
日々楽しく活動中。部員全員で協力し、数々の大会で上位
入賞。さらに外部パフォーマンスもたくさんしています。
今回、大分南高校書道部OBの別府大学生を加え、皆さん
の秋桜祭がよりよいものになることを願いパフォーマン
スさせて頂きます。ぜひ楽しんで御覧下さい‼

10：00～10：30　学園祭特設ステージ

10：00～16：00　本学テニスコート

6

8

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9
10：00～10：30　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。

今年の10月31日～ 11月６日まで、佐賀では熱気球の世
界選手権が開催されました。総参加機数178機のバルー
ンの熱気を大分キャンパスにて感じてみませんか？

■　The Robins

久留米で行われた、くるおん！のベストパフォーマーを
獲得。くるめ街かど音楽祭では、メインステージに出演
予定である。メジャーアーティストの吉田・山田などら
と共演予定。

　　　　　　　 　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

14：00～14：30　学園祭特設ステージ

The Robins ライブ演奏5

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
10：00～15：00

オープニング
大分南高校書道ガールズパフォーマンス
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

■　爆裂パンダ

OBS「パチ魂」OCT「キンコンカンコン」などのエンデ
ィングテーマも担当。OBS感謝祭では、中島晴香同様、
リトグリ、植村花菜、サスケらと共演。キャナルシティ
ーでも三ヶ月連続演奏した実績あるバンドです。

■　monlivre baton&dance studio

こんにちは！モンリーブルバトン＆ダンススタジオです。秋
桜祭に参加するのは、５回目となり、大変うれしく思ってい
ます。精一杯踊るので、応援よろしくお願いします♪

■　B-LAST

モデルDAIKI率いる歌ものバンド。全国ネット「Music 
TANK」有線「USENでアプリ」などにも楽曲を配信中。
臼杵高校、福徳高校の文化祭にも出演!!

舞
保育科２年生による

ソーラン節演舞

●エイサー
一般的に旧暦の７月15日にあたる旧盆の先祖をお送りする
日（沖縄ではウークイという）の夜、青年男女が集落内を踊
り巡り、各家の無病息災、家内安全、繁盛を祈り、祖先の霊
を供養する沖縄の伝統芸能。地域によってはヤンサー、エ
ンサー、七月舞（しちぐゎちもーい）、念仏廻り（にちぶち
まーい）とも呼ばれる。

＊レッスン生募集しています♪
　詳しくは http://www2.hp-ez.com/hp.monlivrebaton
　［メール］ monlivrestudio@hotmail.co.jp

～伝統を受け継ぐ学生たちの魂が
今、ひとつに～

Finale!Finale!Finale!


