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   新北市ニューアート新北市博物館と芸術文化情報

9 エディターの選

巨人に変身  ストップモーションアニメの魔力を体感
ストップモーションアニメは初期の映画において特撮シーンを作り出すの

に重要な技術でした。今回の展覧会ではイラストレーターとアニメ制作者

を招き、両者のコラボレーションによって新北市の街並みを再現したジオ

ラマを製作し、見学者はそこに足を踏み入れることにより、特撮映画の巨

人に変身することができます。

見どころ

山場が続々　
日本の実験的作品をお披露目
8月下旬には、当展の二つ目の山場、日本ア

ニメーション界における名門の東京芸術大

学大学院映像研究科の伊藤有壱教授が台湾

にお越しになり、皆様にきわめて実験性が

高い学生の創作作品を13本ご紹介します。

東京芸術大学は日本で最も長い歴史を持つ

美術系大学であり、2004年に「映像研究科」が横浜キャンパスに開設され、

一般に知られている日本の商業的なアニメーションスタイルとは異なり、

物語の叙述や、視覚及び音響効果の表現を強調したアニメ創作を理念とし

ています。

見どころ

20 点の芸術作品　新北情緒を表現
「2016北海岸芸術祭」の作品展示エリアは、淡水、八里、三芝、石門、金山、

万里などの地区に跨がり、歴史的情緒に富んだ十三行博物館から人文的景

観を見せる横山の棚田や特色ある老梅小学校に至ります。そこに合わせて

20名に及ぶ芸術家が滞在して創作活動を行い、北海岸の人文的様相をより

豊かなものにします。

見どころ

多様な芸術文化の催し　生活の記憶を語る
あふれる芸術的バイタリティーを集結させるため、現地の地域コミュニテ

ィや学校の演芸団体を招き、北海岸の自然の大地や住民の生活の場を舞台

に演じることで北海岸地域と人々の間の感情をつなぎ止め、動的な表現に

よって皆様に芸術的な美を感じていただきます。

見どころ

カバーストーリー

会期：即日より 10/02 まで
場所：府中 15 新北市アニメ物語館

会期：09/03 より 10/10 まで
場所：新北市淡水、八里、三芝、石門、金山、万里

STOP MOTION

国際ストップモーショ
ンアニメ展

2016 北海岸芸術祭

「府中 15 新北市アニメ物語館」

は近く「STOP MOTION ─国際スト

ップモーションアニメ展」を開催

いたします。ストップモーション

アニメの歴史や台湾における現代

ストップモーションアニメの発展

について紹介するほか、StopTrik

国際ストップモーションアニメ映

画展を招請し、台湾の精選された

現代創作作品と共同展示を行いま

す。アカデミー賞の短編アニメ賞にノミネートされた『ザ・ビガー・ピクチ

ャー』（The Bigger Picture）や StopTrik 映画展にノミネートされた台湾人

学生による作品『門』などが展示されるほか、フランスのアヌシー国際アニ

メーション映画祭に招かれた台湾出身の詹凱勛も注目株の作品『Pa Pa Pa』

で当展に参加します。

さらに 2016 年の台湾最新オリジナルアニメ『バート』（巴特）の撮影セッ

トやキャラクター人形など、使用された道具類なども余すところなく会場に

展示されるほか、アニメーション撮影スタジオが設置され、撮影のプロセス

を観客ご自身で実感していただけます。是非ストップモーションアニメの奇

想天外な世界の体験にお越しください。

2016 年に初めて開催される「北海岸

芸術祭」は、北海岸全域から発想を得

て、地域住民の芸術に対する想像の空

間を広げるとともに、地方の特色や生

活情緒とも結び付け、異なる創作媒体

と芸術作品を通して海岸の町の良さを

より豊かなものにします。

今秋、北海岸全域の公共空間において

芸術作品を展示し、「山と海」が暗に喚

起する「環境保護と省エネ」、「命の大

切さ」、「万物への尊重」といった観点

を表現します。また、自転車及びバスと

いった公共交通機関の都市間ネットワ

ークとも結び付け、八里地区から東北

角海岸にかけての豊かな海の景色と生

態を称え、自然と人工物の境界を越え、

レクリエーションと教育的機能を兼ね

備えた生活エリアを創り上げます。

さらに淡水八里の沿海サイクリングロードや浅水湾のロマンティックな風

情あふれるカフェ、金山万里の海底温泉、そして世界に名だたる女王頭岩（ク

イーンズヘッド）などの自然景観や特色ある地域も「2016 北海岸芸術祭」で

はインスピレーションとイマジネーションによる変化を与えられ、多彩な新

北市芸術海岸を開拓します。

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。

自動車 --> 台北→士林→竹圍→紅樹林→省道 2号→三芝→石門→金山→萬里

バス --> 基隆駅のそばにあるので、 MRT淡水の観光スポットへのインデックスアクセスを介して、道に沿って
観光スポットを停止するには基隆、淡水乗客のうちの 2つをオフに乗る前に。



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

新北市立十三行博物館・打鉄英雄特別展
会期：09/24 より 12/31 まで
場所：新北市立十三行博物館

金瓜石鉱山文化資産屋外展示
会期：即日より
場所：新北市立黃金博物館

どこでもドア―坪林、茶、物語特別展覧会
会期：即日より 2017/03/05 まで
場所：新北市坪林茶業博物館

陶観─ 2016 年台湾国際陶芸ビエンナーレ
会期：即日より 2017/01/02 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 3F 特別展示室

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

心の赴くままに癒しの手描きアート─
盧冠臻ゼンタングルアート創作展
会期：即日より 10/16 まで
場所：新北市客家文化園區／藝靚坊

淡水街長 多田栄吉故居展
会期：即日より
場所：淡水街長多田栄吉故居

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、桃園客運バス（三峡 -桃園）、981 三鴬線先導バス。

鉄道 --> 台湾鉄道「鴬歌站」駅で下車し、台北客運バス 917 番、桃園客運バスまたは、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、916、922。
 2. 中和線（オレンジライン）「景安駅」→台北客運バス 908、921。
 3. 新店線（緑ライン）「七張駅」→台北客運バス 941 。
 4. 板南線（青ライン）「府中駅」→台北客運バス 910、932、940。

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： 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（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。

世界4大陶芸ビエンナーレの1つである2016年台湾国際

陶芸ビエンナーレでは、「陶観」をコンセプトとして、実

用的なクラフトとインスタレーション作品をテーマに沿っ

て紹介しています。また、作品が持つ視覚を再現すること

で、鑑賞者をアーティストの世界へといざないます。

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。

客家女性の盧冠臻は2014年に初めてゼンタングルと出会

うと、すぐにこの何ものにもとらわれない、どんどん変化

していく創作方法のとりこになりました。今回、客家モチ

ーフと融合した「客家ゼンタングル」シリーズ作品を、皆

さんにリラックスしながら鑑賞していただき、客家文化を

身近に感じていただけることを願っています。

市定古跡である「淡水街長多田栄吉故居」は、淡水にわ

ずかながら現存する歴史的意義を持つ日本統治時代の建築物

で、現在すでにその修復作業を終えています。展示物の解説

と当時の様子を体験できるスペースを設けており、訪問者の

方には独特の日本家屋の雰囲気を感じていただけることでし

ょう。

「鍛造」をテーマに、鉄の歴史、鍛造技術を通じて、

鉄器と人類の物質の利用を展示のコンセプトとして、生

活における鉄の様々な事柄を知ることを目的としていま

す。また、アイデアを発揮することで、生活における鉄

器の重要性を皆さんに再確認していただけるDIYイベン

トもあります。

金瓜石鉱山文化資産屋外展示では、太子賓館（日

本統治時代に当時皇太子であった昭和天皇の金瓜石

行啓計画に合わせて建てられた建物）と金瓜石鉱山

事務所所長宿舎の歴史を紹介するほか、見学者が文

化資産の保存や管理について理解を深められるよう、

史跡が備えるべき文化的価値と史跡修復の作業の流

れについてもご紹介しています。

当展では「山林の幻想交響曲」、「山村の記憶」、「坪林

の風物」、「坪林を歩く」、「茶の味」、「心清らかなれ

ば願いが成就し、求めれば必ず叶う」などのテーマがあり、

「どこでもドア」で行き来することをコンセプトに、見学

者を坪林のさまざまな年代と場所へとご案内いたします。

坪林

北門―淡大線（756 番線）、樹林―淡海線（880 番線）の淡水駅で下車→紅 26 番線、857

番線、836 番線のバスに乗車し「小白宮」で下車します。

MRT --> 淡水駅下車後、857、紅 26、836 のいずれかに乗車し「小白宮バス停」（もしくは「紅毛
城バス停」）で下車します。目印となる階段に沿って上がってください。

淡水街長多田栄吉故居

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
 月曜日から木曜日まで09:00-17:00、金曜日から日曜日まで、定休日09:00-19:00

　旧暦大晦日と元日毎月第一月曜休館（休日に当たった場合は順延し、翌日が休館となります）

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→田心→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→田心→  
  徒歩 5分→十三行博物館。


