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174 エディターの選

カバーストーリー

会期：04/22 より 05/10 まで
場所：新北市立図書館

会期：04/15 より 04/23 まで
場所：府中 15- 新北市アニメ物語館

2017 新北読書フェア―
書斎の美学

府中 15 の 5 周年記念イベント

「世界図書・著作権デー」と開館 2 周年を記念して、新北市立図書館では

「2017 新北読書フェア」を開催します。お子様を連れて図書室に足を踏み入

れれば、読書が好きになりますよ。

MRT--> 板南線（青ライン）「亜東病院駅」で下車し、3 番出口から徒歩約 8 分。MRT--> 板南線より、府中駅下車。2 号出口より、右後方に向かって約 40 メートル徒歩。

府中 15 が 5 歳に！全国初のアニメ・映像

芸術拠点として、府中 15 は 2012 年に開館

しました。映像アート専門の展示館をめざ

して、映像アート関連領域の推進と発展に

取り組み、アニメ関連のテーマ展示や映画

上映、教育普及イベントを定期的に開催し

ています。アニメの世界は無限に広がり、

府中 15 は映像で物語を伝えます。アニメの

テーマ展示、アニメ上映、多彩な体験カリ

キュラムなど、府中 15 ではすてきな物語を

楽しめるだけでなく、誰もが自分の物語を

つむいでほしいと願っています。

府中 15 がアニメ界に誕生して、5 年の月日が流れました。安定した成長を

見せ、模索の中で確立に向かっているところです。府中 15 は多くのアニメ作

家の夢を背負っています。アニメ作家は創作に没頭しながら、世界にメッセ

ージを送ることもできます。そしてアニメ作家が夢に向かってさらに大きく

羽ばたけるようにサポートします。

夢を探して　アニメパラダイススタート

府中 15 の 5 周年を祝い、「夢を探して」をテーマに、4 月 15 日から一連

の記念イベントが企画されています。アニメ作家とインタラクティブ劇団の

共同参加により、平面映像からインタラクティブ装置、展覧からワークショ

ップまで、現在のアニメ産業で利用されている様々なインタラクティブテク

ノロジーが取り込まれています。夢を探す旅にぜひご参加ください。

書斎の美学展

自分だけの書斎がほしくてもイメージがわかない？インテリアデザインの

知識がどこで手に入るかわからない。そんなあなたのために、本館 1 階のテ

ーマ展示コーナーと各分館ではインテリアデザインの推薦図書を展示してい

ます。図書館の中を歩くだけで、思いもよらない知識がまとめて手に入りま

す。そのほか、特色豊かな書斎をそのまま図書館に再現。さまざまな書斎の

デザインを体感すれば、創造力がかき立てられます！

図書館ビューティーコンテスト

新北市には美しく特色豊かな図書館が 8 か所あります。その中で一番美し

いのは？新北市立図書館のフェイスブックページから投票に参加すると、す

てきなプレゼントが当たります！

マーケットで読書　移動図書館が三重へ

図書館もモバイル化？しかも大勢の人が集まるマーケットで？読書の普及

のため、新北市立図書館から三重の重新橋に移動図書館が出動します。マー

ケットに合わせて読書デーを開催し、その場で貸出カードの作成や本の貸し

出しができます。マーケットにお越しの際は、ぜひ足を止めてお気に入りの

本を選んでみてください。



新北市客家文化園区

新北市坪林茶業博物館新北市立黃金博物館

新北市立淡水古跡博物館新北市烏來泰雅民族博物館新北市立鴬歌陶磁博物館

新北市立十三行博物館新北市国定古跡林本源園邸

烏來

板橋

林本源園邸─中国庭園建築の美
場所：新北市国定古跡林本源園邸

2017 新北市考古生活フェスティバル
会期：04/22 より 04/23 まで
場所：新北市立十三行博物館

満開―新世代の金属工芸創作合同展
会期：04/28 より 11/05 まで
場所：新北市立黃金博物館／金水特展室、煉金楼 1 階特展室

陸羽の謎─地層の下の茶空間展
会期：即日より 04/30 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

窯辺の兄弟―二都ガラス陶磁芸術展
会期：03/31 より 05/07 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 1 階陽光企画展室

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

あの頃をふりかえる―劉興欽絵画展
会期：04/26 より 07/20 まで
場所：新北市客家文化園區／ 2 階展庁

第 6回全国学生台湾先住民ポスター創作コンテスト成果展
会期：04/11 より 07/02 まで
場所：滬水一方─漁人埠頭アートスペース／ 5 階

バス --> 1. 台北―金瓜石：台北 MRT「忠孝復興」駅１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。
 2. 基隆―金瓜石：鉄道「基隆」駅前の「基隆火車站（仁祥診所）」停留所で基隆客運（バス）の 

 788系統に乗 --> 瑞芳、九份を経て「金瓜石」にて下車。

鉄道 --> 「台北」 駅で東部幹線の宜蘭・花蓮方面行き列車に乗車 -->「瑞芳」 駅にて下車 --> 新北市警察
瑞芳分局脇（区民広場）の「地政事務所前」停留所で基隆客運（バス）の 1062系統、788系統に乗車 -->「金
瓜石」にて下車。

バス --> 台北客運バス 702 番、851 番 ( 休日運休 )、917 番、981 三鴬線先導バス、桃園客運バス
5005番（三峡 -桃園）。

鉄道 --> 台湾鉄道「鴬歌站」駅で下車し、桃園客運バス 5005 番（三峡 -桃園）または、台北客運バス
981 三鴬線先導バスに乗換え。

MRT  -->  1. 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。

    2. 板南線（青ライン）「頂埔駅」→台北客運バス 981 三鴬線先導バス。

自動車 --> 1. 台北から：台北→羅斯福路→北新路→北宜路→新烏路→烏来。
 2. 宜蘭から：宜蘭→北宜路→新烏路→烏来。

バス --> 新店客運バス 849： 台北市青島東路→羅斯福路→新店→屈尺→烏来バス停終点。

MRT --> 新店線「新店駅」→新店客運バス 849（台北 -烏来）に乗換→烏来バス停終点。

三峽

瑞芳

中国庭園建築には亭、台、楼、閣、堂、屋、軒、榭、齋、

陸橋、回廊などの多くのスタイルがあり、その各々が異な

る機能と建築様式を備えています。ぜひ林本源園邸へお越

しいただき、中国伝統様式の絶景をご覧ください。

新北市の「陶磁器」と新竹市の「ガラス」は、早期はいず

れも窯の火を用いて制作する地方の特色産業でした。時代の

変化とともに様々なスタイルの工芸、芸術作品が生み出され、

ガラスと陶磁器は生活を支える身近な存在としてだけでなく、

芸術的表現においても一大領域を切り拓きました。

記録する文字を持たないタイヤル族文化では緻密な

織物によってその歴史が伝承されてきました。伝統工

芸に用いられる材料は現地で採取される竹、木、藤、

麻などで、基本的には家庭で使用される実用品として

作られており、タイヤル族の素朴な特徴が表れていま

す。

劉興欽は有名な漫画家であり発明家です。代表作は

『阿三哥と大嬸婆』で、2011年に行政院客家委員会が発

表した客庄12大フェスティバルでは、7月が「大嬸婆漫

画フェスティバル」でした。劉興欽の漫画を通じて、生

活の中で伝統と現代の客家の物語を発見します。

「山海を歌い継ぐ—祭典の美しさに感謝！」をテーマに、「第

6回全国学生台湾先住民ポスター創作コンテスト成果展」の受

賞作品60点を選りすぐりました。若い学生たちがアイデアと

巧みな構想を融合させ、台湾先住民の多様な文化と新世代の

デザインのポテンシャルを存分に表現しています。

面白楽しい「新北市考古生活フェスティバル」が再

びやって来ます。今年は「音楽考古」をテーマに、古

代の各エスニックグループの音楽を探求しながら、芸

術装飾を通じて古代の人々の生活に溶け込みます。「世

界考古エリア」、「宝島考古エリア」など、60の教育

ブースが皆さんをお待ちしています。ぜひご体験くだ

さい。

世界に向けて果敢に声を発し、世界で活躍できる新世

代の若き金属工芸クリエイター陳郁君、江枚芳、李恒、

陳映秀、呉淑麟、趙永惠ら6名を招待し、その作品から

台湾の現代金属工芸の新世代の創作の成果をご覧いただ

けます。

11組の巧みな技を持つクリエイターたちがジャンルを越え

て手を携え、お茶をテーマとした様々な特色ある空間を展示

しています。さらに、休日には不定期でクリエイターや茶芸

館のオーナーと見学者とのお茶を味わいながらのトークイベ

ントも開催されます。お茶を楽しむ文化へと皆様をいざない、

豊かなお茶の里の風情を味わっていただくことができます。

坪林

MRT --> 淡水駅下車後、紅 26、857、836 のいずれかに乗車し「漁人埠頭」で下車します。

滬水一方―漁人埠頭アートスペース

自動車 --> 新店または宜蘭から省道台 9号線を通り、北宜線または国道 5号に入ると到着します。景
美からは 106 線で木柵、深坑、石碇 106 乙線道を通り、闊瀨から坪林行きの産業道路に入れば到着し
ます。

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観光センター（坪林中学）
駅で下車、徒歩約 5 分で到着します。

新北市国定古跡林本源園邸
 新北市板橋区西門街9号

02-2965-3061~3　 www.linfamily.ntpc.gov.tw
 月曜日から日曜日まで09:00-17:00

　毎週金曜日は時間を延長して19:00まで公開しています。（第一月曜日休館）

新北市立鴬歌陶磁博物館
 新北市鴬歌区文化路200号　 02-8677-2727　 www.ceramics.ntpc.gov.tw
 月曜日から金曜日まで09:30-17:00　土曜日から日曜日まで09:30-18:00（第一月曜日休館）

新北市立十三行博物館
 新北市八里区博物館路200号

02-2619-1313　　 www.sshm.ntpc.gov.tw　  09:30-17:00

新北市烏來泰雅民族博物館
 新北市烏来区烏来里烏来街12号

02-2661-8162　 www.atayal.ntpc.gov.tw
 火曜日から金曜日まで09:30-17:00　土曜日から日曜日まで09:30-18:00（月曜日休館）

新北市立黃金博物館
 新北市瑞芳区金光路8号　

02-2496-2800　 www.gep.ntpc.gov.tw
 月曜日から金曜日まで09:30-17:00　土曜日から日曜日まで09:30-18:00（第一月曜日休館）

新北市客家文化園区
 新北市三峡区隆恩街239号　

02-2672-9996　 www.hakka.ntpc.gov.tw
 月曜日から金曜日まで09:00-17:00　土曜日から日曜日まで09:00-18:00（第一月曜日休館）

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　 www.tea.ntpc.gov.tw
 月曜日から金曜日まで09:00-17:00、土曜日から日曜日まで、09:00-17:30（第一月曜日休館）

新北市立淡水古跡博物館
淡水紅毛城

 新北市淡水区中正路 28 巷 1 号

滬尾砲台
 新北市淡水区中正路一段 6巷 34 号

清朝期淡水税関埠頭
 新北市淡水区中正路 259 号

淡水芸術工房
 新北市淡水区中正路 298 号

得忌利士洋行（ダグラス洋行）
 新北市淡水区中正路 316 号

公司田渓程氏古民家
 新北市淡水区新民街一段 138 巷 7 号

滬水一方レジャー芸術文化センター
 新北市淡水区観海路 91 号 3 階

前清淡水関税務司官邸（リトルホワイトハウス）
 新北市淡水区真理街 15 号

02-2623-1001#26　　 www.tshs.ntpc.gov.tw
 月曜～金曜09:30-17:00、土、日曜09:30-18:00（毎月最初の月曜日休館）※公司田渓程氏古

民家：火曜～日曜11:00-17:00。その他の時間帯は予約制となります。（月曜日休館）※滬水一

方レジャー芸術文化センター：月曜～金曜10:30-17:00。土、日曜10:30-18:00。（毎月最初の

月曜日休館）※淡水芸術工房：月曜～金曜11:00-21:00。土、日曜10:00-21:00。（毎月最初の

月曜日休館）※紅毛城と清朝期淡水税関埠頭の夏4～10 月のあいだは庭園が20:00 までに延長。

博物館情報

淡水

八里

鴬歌

自動車 --> 国道 3号線高速道路三鴬インターチェンジ（交流道）を下りて、鴬歌方向へ進み、三鴬橋を
渡って文化路公共駐車場へ。

バス --> 台北客運バス 702、851、917、981 に乗車するか、桃園客運バス（鴬歌方向）に乗車。

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。

自動車 --> 台北市和平西路三段から、華江橋を渡って文化路を直進し、民権路を右折したらすぐ左折
します。運動場に沿って進むと到着します。

バス -->264、307、310、701、702 に乗車し林家花園駅で下車いただくと、板橋林家花園に到着します。

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。

自動車 --> 台 15号線：関渡大橋→台 15号線を八里方向（龍米路）へ→中華路→文昌路→博物館路→
十三行博物館

MRT -->1. 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。
 2. 淡水線「関渡駅」→紅 13番バス→十三行博物館、または紅 22番バス→仁愛路口→ 
  徒歩 5分→十三行博物館。


