
［01］School days

［02］Hello ！ IVY

［03］Dear Mr.Socrates（バトン部）

［04］ハッピーバースデー（クッキング部）

［05］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［06］めだかの兄弟（帰宅部）

［07］もってけセーラー服

［08］夢に向かって

［09］message

［10］アンコール：Hello ！ IVY

SETLIST - 001 SETLIST - 002

SETLIST - 003

SETLIST - 004

［01］Hello ! IVY

［02］School days

［03］めだかの兄弟（帰宅部）

［04］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［05］バレンタイン・キッス

［06］ミスター

［07］FLY AWAY

［08］夢に向かって

［09］message

［10］アンコール：Hello ! IVY

［01］ハッピーバースデー（クッキング部）

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［03］めだかの兄妹（帰宅部）

［01］Hello ! IVY

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［03］めだかの兄弟（帰宅部）

［04］夢に向かって

［05］アンコール：School days

11月28日
さくら学院☆2010
神奈川・横浜・赤レンガ倉庫 1 号館 3F ホール

中等部

武藤彩未（あやみ）
三吉彩花（あやか）
松井愛莉（あいり）
中元すず香（すずか）

12月14日
さくら学院 1st シングル発売記念イベント
東京・タワーレコード渋谷店 B1「STAGE ONE」

2月12日
さくら学院 Happy Valentine♪
～放課後さくらの下に集合 !!～
東京・ニューウェイブ原宿 B1 原宿アストロホール

5月1日
さくら学院1stアルバム「さくら学院 2010年度
 ～message～」発売記念インストアイベント
東京・タワーレコード新宿店 7F イベントスペース

4月27日

SETLIST - 008

［01］Scool Days

［02］チャイム

［03］めだかの兄妹（帰宅部）

［04］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［05］FRIENDS

［06］message

［07］夢に向かって

8月7日
お台場合衆国 2011 ～ぼくらが NIPPON 応援団 !～
東京・フジテレビ本社前 「みちのく合衆国ステージ」

SETLIST - 011

［01］チャイム

［02］FRIENDS

［03］School days

［04］Brand New Day（新聞部）

［05］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［06］イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

10月23日
さくら学院祭☆2011
東京・Mt.RAINIER HALL SHIBUYA PLEASURE PLEASURE

SETLIST - 009

［01］Brand New Day（新聞部）

［02］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［03］イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

8月28日
TOKYO IDOL FESTIVAL 2011 Eco & Smile
東京・お台場・青梅特設会場・フジテレビ湾岸スタジオ内
DOLL FACTORY

SETLIST - 005

［01］Hello ！ IVY

［02］School Days

［03］プリンセス☆アラモード（クッキング部）

［04］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［05］message

［06］アンコール：夢に向かって

5月1日
さくら学院1stアルバム「さくら学院 2010年度
 ～message～」発売記念インストアイベント
東京・タワーレコード渋谷店 B1「STAGE ONE」

SETLIST -010

［01］ド・キ・ド・キ☆モーニング

［02］イジメ、ダメ、ゼッタイ

10月12日
タワーレコード新宿店 13th Birthday
 ～NO MUSIC, NO IDOL?～
東京・新宿 LOFT

SETLIST - 006

［01］FLY AWAY

［02］Hello ！ IVY

［03］プリーズ！プリーズ！プリーズ！（バトン部）

［04］天使と悪魔（バトン部）

［05］Brand New Day（新聞部）

［06］プリンセス☆アラモード（クッキング部）

［07］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［08］イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

［09］めだかの兄妹（帰宅部）

［10］School days

［11］ラジオ体操

［12］チャイム

［13］message

アンコール：

［14］ハッピーバースデー

［15］FRIENDS

［16］夢に向かって

7月23日
さくら学院 2011 年度 NEW ～Departure～
東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

SETLIST - 007

［01］FLY AWAY

［02］Hello ！ IVY

［03］プリーズ！プリーズ！プリーズ！（バトン部）

［04］天使と悪魔（バトン部）

［05］Brand New Day（新聞部）

［06］プリンセス☆アラモード（クッキング部）

［07］ド・キ・ド・キ☆モーニング（重音部）

［08］イジメ、ダメ、ゼッタイ（重音部）

［09］めだかの兄妹（帰宅部）

［10］School days

［11］ラジオ体操

［12］チャイム

［13］message

アンコール：

［14］ハッピーバースデー

［15］FRIENDS

［16］夢に向かって

7月24日
さくら学院 2011 年度 NEW ～Departure～
東京・渋谷 duo MUSIC EXCHANGE

2010

2011

初披露 01

初披露 02

重音部の初めてのライブ

重音部
※重音部の活動開始は10月28日

始動！

初めて を名乗る
※ユニット名「BABYMETAL」が公表されたのは 2月1日

BABYMETAL

さくら学院 2010 年度 ～message～
収録曲：ド・キ・ド・キ☆モーニング

ド・キ・ド・キ☆モーニング
DVDシングル
重音部 ver.（DVD+タオル）
BABYMETAL ver.（DVD+タオル）
ド・キ・ド・キ☆モーニング
配信シングル

10月24日

「さくら学院 2010 年度 ～message～」
初回限定「ら」盤 CD+DVD
DVD「ラブ＆ピース ! 出会いの季節はすぐそこに。」

source

あの可憐Girl's のメンバーが
“さくら学院” として再びお目見え

source

小等部

佐藤日向（ひなた）
堀内まり菜（まりな）
飯田來麗（らうら）
杉崎寧々（ねね）

転入生

菊地最愛（もあ）
水野由結（ゆい）

https://www.barks.jp/news/?id=1000065632

成長期限定ユニット さくら学院が新メンバー初お披露目
source

http://www.hotexpress.co.jp/news/110726_sakuragakuin/さくら学院、タワレコ新宿店でパフォーマンス
source

source

https://www.barks.jp/news/?id=1000069601

アイドル 5組がタワレコ新宿店 13 周年に感謝のパフォーマンス
source

http://natalie.mu/music/news/58169

https://www.youtube.com/watch?v=4QbAXXXOJF8

10月12日
BABYMETAL - ド・キ・ド・キ☆モーニング
[ Doki Doki☆Morning ](Edit ver.) 

10月19日
BABYMETAL の Facebook ページを開設

11月16日
BABYMETAL の Twitter 開始
（@BABYMETAL_JAPAN）

トイズファクトリーの YouTube オフィシャルチャンネルで
エディットバージョンを公開

Doki Doki ☆ Morning

http://www.sakuragakuin.jp/news/single.php?id=39

2月1日
「さくら学院」の連絡板にて、重音部のユニット名
「BABYMETAL」が公表される（※BABY とMETAL の間に
全角のスペースあり）
source


