
これまで、「台湾吧（台湾バー）」というと、「あ！

歴史物の動画だ！」とか「いろんな知識を紹介する

YouTube チャンネル！」あるいは「2020 年カウン

トダウンの台北 101 動画を作ったニューメディア

だ！」という答えが返ってきました。皆さんが覚え

てる作品には、あの黒くて太った耳の大きいキュー

トなタイワンツキノワグマの「BEERU（黒啤）」

がいました。

BEERU は、台湾吧が出した最初のビデオからしょ

っぱなに登場します。画面の真ん中に表れて皆さん

に挨拶するのです。好奇心いっぱいで食べ物には目

がない BEERU は、老若男女問わず皆から愛されて

います。

知識の泉となってきた 6 年間

この展示会では、2014 年から今に至る台湾吧の 6

年間の歩みを知ることができます。台湾吧のほとん

どすべてのビデオは BEERU（黒啤）が紹介してき

ました。動画の内容は、オランダとスペインが支配

した時代から現在までの歴史、大航海時代から清朝

の建設である台北の大稲埕に至るスポットの紹介、

抹茶から擂茶に至る飲み物の歴史、恋愛心理学から

法律の常識などあらゆるジャンルに上り、一つの動

画の再生回数も 200 万回になり、のべ視聴者数も

80 万人を超えました。

「拼経済吧（経済学バー）」シリーズでは、レン

ガのように分厚い教科書の内容ではなく、難しい

経済学が BEERU の熱演によってわかりやすく説明

BEERU の台湾バー ライブ配信

カバーストーリー

BEERU の台湾バー ライブ配信
 即日より 05/31 まで

 府中 15 ( 新北市板橋区府中路 15 号 )

02-2968-3600#211

www.fuzhong15.ntpc.gov.tw

新北市の水金九（水湳洞、金瓜石、九份）

地区には多くの鉱業遺跡があり、産業と

生活の関わり合いが各所にある遺跡のつながり

とリンクしています。今回の展示では、鉱山を

定番の良書として、人々が「文化の道」を通じ

て鉱山に属するシーンや記憶の物語を読み取る

ことができるようガイドします。

鶯歌のベテラン陶芸家である詹国祥氏は、初期

の台湾の窯場で陶芸の大家らが伝承したろ

くろを回す技術を再現しています。足を使い、

ろくろを蹴りながら陶器の形を作り、人力で

数々の唯一無二の、ろくろによる陶芸の伝統技

芸を造り出しています。

 新北市瑞芳区金光路 8 号
 02-2496-2800
 月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）
 台北―金瓜石：台北 MRT「忠孝復興」駅 2 番出口前にて基隆客運（バス）
　1062 系統に乗車→瑞芳、九份を経て終点「金瓜石」にて下車。

鉱山を歩いて学ぶ－文化の道をひもとく

デモンストレーショ

03/30-06/28会期

場所 新北市立黄金博物館

土 - 日 , 休日会期

場所 新北市立鶯歌陶磁博物館

 新北市鴬歌区文化路 200 号
 02-8677-2727
 月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）
 鉄道→ 台湾鉄道の区間車に乗車して鴬歌駅にて下車。文化路出口か　ら駅
を出て、徒歩約 10 分。

新北市の坪林茶業博物館と国立歴史博物館

の協同企画で、貴重な文化財が展示され

た。茶の発展の足跡をたどりながら、茶がどの

ように各地に広まって行き、世界の経済貿易の

発展を変える奇跡の植物になったのかを知るこ

とができます。

茶遊記－時空を超えるお茶の旅

即日より 06/14 まで会期

場所 新北市坪林茶業博物館

 新北市坪林区水徳里水聳淒坑 19-1 号
 02-2665-6035
 月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-17:30（第一月曜日休館）
 MRT → 新店駅で下車し、923 または緑 12 の新店客運バスに乗り換えて坪林
中学駅で下車、徒歩約 5 分で到着します。

洋人生活館は淡水の紅毛城、英国領事官邸

を拠点としています。建築的特色から領

事という公務の生活、服飾、飲食、茶文化に至

るまで、ゲストを 100 年以上前の世界へと誘

い、英国領事の淡水での華やかな生活へご招待

します。

滬尾之役洋人生活館

即日より 会期

場所 淡水紅毛城

  新北市淡水区中正路 28 巷 1 号 
 02-2623-1001
 月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）
 MRT →淡水信義線の淡水駅紅 26 番線、836 番線のバスに乗車各古跡ス
ポットのバス停で下車。

日文版

されており、BEERU が扮する雇用主と MIJO（白

米）扮する従業員が資本と労働が経済を動かす関

係をかみ砕いて説明してくれます。BEERU はま

た ROSE（紅瑰）とカップルになり、恋愛を例に

取って「限界効用逓減の法則」もすんなり理解さ

せてくれます。

さらに「跳舞吧（ダンスバー）」シリーズでは

BEERU がバレエ、モダンダンス、民俗舞踊から

ストリートダンスまで踊りますが、その様子がい

きいきと展示されています。

3
2020

新北市ニューアート新北市博物館と芸術文化情報 Mar.

BEERU が説明する動画の制作

「BEERU のライブ」では、動画の完成品だけで

なく、それができあがるまでの過程や苦労を知る

ことができます。テーマの設定、おびただしい書

籍やオンライン文書からの資料の整理、視聴者に

わかりやすくするための言葉遣いや表現の決定、

BEERU の動作やスタイルのデザイン、ひいては

コンテンツに合った音楽の選択など、製作スタッ

フたちの生の声でその苦労や喜びが紹介されてい

ます。

このほか、BEERU がガイドとなって台湾吧のす

べてを案内してくれます。また BEERU と遊べる

ゲーム「ソーセージを早く送れ！」もここでしか

体験できません。このゲームは自分でデザインを

選んで友達と対戦することもできます。誰の動作

が一番速いか、試しにおいでください。



  新北市新莊区中平路 133 号
  02-2276-0182
 月曜～金曜 09:00-21:00、土曜～日曜 09:00-17:30
MRT「新荘」線に乗り、新荘駅で下車。1 号出口で 257 に乗り換え、「新荘
プール駅」で下車。

新北市立十三行博物館と国立歴史博物館が

共同で企画したこの特別展では、酒器と

文献資料を通して、東アジアの酒文化と西洋文

化との交流の歴史が説明されます。参観者はお

酒にまつわる物語を聞きながら、酒器の繊細な

趣を愛でることができます。

泰雅（タイヤル）族は台湾原住民の中で最

も機織りに長けた民族です。伝統的な衣

服の多くがカラムシを主原料としており、更に

色鮮やかな毛糸や貝殻装飾をあわせています。

織物の衣服・飾りには、上着、胸当て、スカー

フ、スカート、頭飾りなどがあり、且つ地区に

より色彩も異なります。

飲酒 Bar ─ アジア酒文化特別展

華やかで精細な織物芸術

即日より 06/21 まで会期

場所 新北市立十三行博物館

即日より会期

場所 織物展示エリア

 新北市八里区博物館路 200 号
 02-2619-1313
09:30-17:00（第一月曜日休館）
 淡水線「淡水駅」→渡し船→紅 13 番バス→十三行博物館、または、渡し
船→紅 22 番バス、704 番バス→仁愛路口→徒歩 5 分→十三行博物館。

 新北市烏來區烏來里烏來街 12 号 
 02-2661-8162
月曜～金曜 09:30-17:00、土曜～日曜 09:30-18:00（第一月曜日休館）
MRT 新店ラインで終点・新店駅へ。新店客運 849 号バスに乗り換えて烏來
メインステーションで下車。

国定古蹟である林本源園邸は、台湾でいち

ばん完全保存されている庭園建築です。

その回廊、水辺の庵、楼閣などは、どれも当時

の趣を現代に伝える重要文化財です。園内では

ボランティアによるガイド解説が 1 日 4 回おこ

なわれ、休日は 5 回おこなわれます。日本語と

英語のガイドも予約によってご利用いただけま

す。

この展示会は、ゲーム創作がいかに多元的で

フレキシブルなものかを紹介します。ゲー

ムには、仮想現実ゲーム、拡張現実ゲーム、代

替現実ゲーム、マルチプレイヤーゲーム、コン

ピューターゲームなどがあります。「遊ぶ」と

いう体験からゲームの媒体を再認識することが

できます。

林本源園邸の案内イベント

実験ゲーム展—ゲームの DNA の再構築

即日より会期

場所 国定古跡林本源園邸

 新北市板橋区西門街 9 号
 02-2965-3061#23
09:00-17:00（第一月曜日休館）
 MRT → 板南線（青ライン）「府中駅」で下車し、1 番出口から徒歩約 8 分。

03/10-05/31会期

場所 府中 15

 新北市板橋区府中路 15 号
 02-2968-3600#211
09:30-18:30（第一月曜日休館）
 MRT → 板南線に乗車し、府中駅で下車。2 番出口を右へ進み、徒歩約

　 40ｍで到着。もしくは1番出口を右へ進み、道を渡って直進。約3分で到着。

新北市は、豊かな自然の地形と都市景観、

厚い文化的素地を有し、詩文や書画に携

わる人々が各地に芸術文化の集落を構えてい

ます。そして今回、アーティストの交流を促

すことを目的として、視覚芸術界の一大イベ

ントとなる新北市アーティスト合同展を開催

いたします。

作者は、人生の思い出深い一コマ一コマを

イラストで記録しました。創作は作者の

日常生活の一部で、自分自身もモチーフとなっ

ています。作品には不思議な静穏さが漂い、広

い宇宙と向き合い自分を見つめる姿がそこにあ

ります。

2020 年新北市アーティスト合同展

迷走都市—楊蕾個展

03/20-04/22会期

場所 新北市芸術文化センター

 新北市板橋区莊敬路 62 号
 02-2253-4417
09:00-17:00（第一月曜日休館）
 MRT 板南ライン（ブルーライン）で新埔駅へ。4 番出口を出て右折し、横断歩道
を渡り文化路二段 182 巷まで直進し、右折。再び直進し約 3 分で到着。

即日より 03/22 まで会期

場所 435 芸術文化特区

  新北市板橋区中正路 435 号  
 02-2969-0366
 月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-18:00（第一月曜日休館）
MRT →板南線（青ライン）「板橋駅」で下車し。2 番出口から板橋バスステ
ーションで 310、307、810、857、786 バスに乗り、「板橋中学、板橋 435 
芸術文化特区」で下車。

今年は、ベートーヴェン生誕 250 週年に当ります。

「台湾のピアノの父」と呼ばれる宋允鵬教授

をお招きし、ベートーヴェンのピアノソナタを

演奏していただきます。今回は、「トークショ

ー音楽会」の形で、ユーモアたっぷりの弾き語

りも交え、皆様にクラッシックの楽しさをご紹

介いたします。

新北市陶瓷釉薬研究協会は、釉薬の配合法

である「三角配合法」の推進に力を注い

でいます。年度展示会を通じて、陶芸創作者が

互いに成果を展示し、釉の技術を学び磨き合う

とともに、皆様にも会員の努力の成果を披露い

たします。

宋教授トークショー音楽会 — ウィーン時代のベートー
ヴェンについて知ろう

陶の彩衣－新北市陶芸釉薬研究協会会員合同展

03/15（日）会期

場所 新荘文化芸術センター

即日より 04/12 まで会期

場所 新北市客家文化園区

  新北市三峡区隆恩街 239 号
  02-2672-9996
 月曜～金曜 09:00-17:00、土曜～日曜 09:00-18:00（第一月曜日休館）
 板南線（青ライン）「永寧駅」→台北客運バス 917、981 三鴬線先導バス

越冬のために南へ向かう渡り鳥からインス

ピレーションを得て鳥の群れが羽ばたく

様子をモチーフに作られた空中彫刻オブジェに

は、徐々に変化していく光と影が南へ向かう渡

り鳥を表現するとともに、旅人が温かい我が家

へ帰るという意味がこめられています。

様々な年齢層の種々の障害を持つ方々がこ

のコンテストに参加しました。この展覧

会を通し、障害者の皆さんには創意と才能を発

揮して、生きるための歩みと心の中の世界を表

現していただきました。皆さまには、障害者の

方々のこれまで気づかなかった一面をさらに知

ることができるでしょう。

家に帰る渡り鳥

第 22 回「愛は絵の中に」心身障害者巡回絵画展・芸術創
作展

即日より会期

場所 空軍三重一村

 新北市三重区正義南路 86 巷
 02-2979-1815
10:00-18:00（第一月曜日休館）
「中和新蘆線 - 蘆洲ライン」で「徐匯中学駅」または「三和中学駅」で 221、
306 バスに乗り換え「正義南路底」へ。

即日より 03/15 まで会期

場所 新北市美麗永安生活館

 新北市中和区中和路 390 号 2 階
 02-2929-8830
 11:00-19:00（第一月曜日休館） 
 MRT オレンジラインで永安市場駅下車。


