2017/12/09

しんこうじょうきょう

ふん ぜんご

しょう

かのうせい

ステージプログラム※ステージの 進 行 状 況 によって，10 分 前後のズレが 生 じる可能性があります。
しかい

あお き

あや の

にほんご

ちゅうごくご

えいご

司会： 青 木 彩 乃（日本語），ゴ カイジョウ（中 国 語 ），チン シュンゴウ（英語）
12：30～12：45

りゅうきゅう こ て ん げいのう

りゅうきゅうだいがくりゅうきゅうげいのうけんきゅう

琉 球 古典 芸 能 （ 琉 球 大 学 琉 球 芸 能 研 究 クラブ）
うた

12：50～13：00

ナイジェリアの歌 （ブディさん：ナイジェリア）

13：05～13：25

ブルーグラスミュージック（ 琉 球 大 学 ブルーグラス同 好 会 ）

13：30～13：55
14：00～14：10

りゅうきゅうだいがく

がっきえんそう

うた

ホンリーユーユーリュリーユーユーリュ

どうこうかい

たいわん

楽器演奏と歌 （紅鯉魚與緑鯉魚與驢：台 湾 ＋α）
おど

かいめ

※1回目
みな

アフリカの踊 りとファッションショー（アフリカの皆 さん）
きゅうけい

ぷん

＊＊ 休 憩 （40分）＊＊
14：50～15：15

がっきえんそう

うた

ホンリーユーユーリュリーユーユーリュ

たいわん

楽器演奏と歌 （紅鯉魚與緑鯉魚與驢：台 湾 ＋α）

かいめ

※2回目

みんぞく ぶ よ う

みな

15：20～15：30

アフガニスタンの民 族 舞踊‟Qarsak”（アフガニスタンの皆 さん）

15：35～15：50

ブルーグラスミュージック（ 琉 球 大 学 ブルーグラス同 好 会 ）

りゅうきゅうだいがく

どうこうかい

あらかき

り の

*ポスター:（デザイン）新 垣 莉乃
えいやく

（英 訳 ）ヤマモト・アリソン

2017/12/09

Stage Program ※Depending on the progress, the schedule might be about 10 minutes fast or behind.
MC: Ayano AOKI (Japanese), Kai-Chen WU (Chinese), Chun-Hao CHEN (English)
12：30～12：45

Ryukyu Classical Performing Arts
by the Ryukyu Classical Performing Arts Club of University of the Ryukyus

12：50～13：00

Nigerian Song by Bode from Nigeria

13：05～13：25

Bluegrass Music (the 1st performance)
by the Bluegrass Club of University of the Ryukyus

13：30～13：55

Playing Musical Instrument and Songs (the 1st performance)
by “hong li yu yu lu li yu yu lu” Taiwanese Students Group＋α

14：00～14：10

African Dance and Native Costume Fashion Show by African Students Group

＊＊
14：50～15：15

Break Time（40min）

＊＊

Playing Musical Instrument and Songs (the 2nd performance)
by “hong li yu yu lu li yu yu lu” Taiwanese Students Group＋α

15：20～15：30

Afghanistan Folk Dance “Qarsak” by Afghanistan Students Group

15：35～15：50

Bluegrass Music (the 2nd performance)
by the Bluegrass Club of University of the Ryukyus

*Poster: designed by Rino ARAKAKI，
translated by Alison Kei YAMAMOTO
*Leaflet: translated by Royce Nainoa CORNWELL

