
燦然たる草花、詩の流域に咲き誇る

当展では新北市生まれや同市に本籍を置く詩人、あるいは同市に長く在住

する詩人の作品を中心に、新北の風土が生み出した各世代の多彩な創作と文

学の歩みをまとめました。また、詩人が属す世代により、「烽火の中で生ま

れたインスピレーション── before1945」、「土地と共に飛躍するベビーブ

ーム── 1946-1960」、「一歩ずつ花咲く世界へ── 1961-1980s」の 3 つの

セクションに分け、合計 62 名の詩人とその作品について展示を行います。

展示を通して台湾の各歴史段階の社会的形態、政治経済構造、民族間関係

の変化などが見えてくるほか、新北に集い交わる詩人も変化に富んだ様相を

見せ、新北の現代詩を独特かつ多彩なものにしています。戦火の洗礼を嫌と

いうほど受けた離散と激動の年代から、経済が飛躍的に発展しながらも政治

的に閉鎖された年代、さらに自由かつ開放的で多様性に満ちた年代まで、ど

の年代も詩人とその詩は台湾と共に変身を遂げ、成長してきました。当展で

は、新北詩壇の人材の豊かさをご覧に入れるとともに、台湾文学の発展の軌

跡についてもご紹介します。

会期：即日より 11/30 まで
場所：国立台湾文学館・斉東詩舎

燦然たる草花、 
詩の流域に咲き誇る─ 
新北現代詩展

新北市の豊かな自然風景と人文的様相は、無数の詩人と優秀な作品を育

んできました。新北市の詩人が歩んできた創作の軌跡を人々に伝えるため、

国立台湾文学館・斉東詩舎は新北市政府文化局と連携し、「燦然たる草花、

詩の流域に咲き誇る─新北現代詩展」を開催します。

国立台湾文学館・斉東詩舎

MRT --> 中和蘆洲線に乗車し、忠孝新生駅で下車。6番出口を右へ進み、済南路二段に沿って直進すると
到着。

府中 15新北市ドキュメンタリー映画館

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。

カバーストーリー

アニメーションの制作過程を追う

6 年の時を経て、テレビアニメ「子猫のバークリー」は長編アニメーション

へと改編されました。当展では、制作準備段階で描かれた登場人物の構図と

動画が、それぞれ白黒スケッチから色鮮やかな 2D キャラクターに生まれ変わ

る、そのキャラクター制作のプロセスを紹介しています。また、アニメ制作

のために、監督が長い間研究を重ねてきた台南現地の建築物と現代の生活文

化も会場で展示し、台湾の古都「台南」を見学者の方々に再認識していただ

くことができます。

人と動物の関係を見直す

邱立偉監督は、家で小さな白い野良犬を飼っていた幼き日を思い出し、こ

の過去に触発された邱監督は、人間社会を中心とする世界に入ってきた動物

は、人間社会のルールの中で成長しなくてはならないのに対し、もし人間の

子供が動物の町に足を踏み入れた場合、その子供はどう立ち向かうだろうか

と考え、市民が動物ばかりの台南市を創り上げました。

人と動物の関係や、愛と勇気について語るこのファンタジックアドベンチ

ャー長編アニメーションは、台湾と中国のメンバーで構成された製作チーム

によって、2 年あまりの製作期間を経てようやく完成されました。

会期：03/17 より 04/22 まで
場所：府中 15 新北市ドキュメンタリー映画館

「子猫のバークリー」
アニメ展

「子猫のバークリー」は台湾オリジナルのテレビアニメ作品であり、台

湾金鐘賞の最優秀アニメ賞と、韓国のソウル国際アニメ映画祭の審査員特

別賞を獲得し、33 を超える国と地域で放送されました。「子猫のバークリ

ー」のお茶目な性格が多くの視聴者の人気を集めたことから、監督の邱立

偉氏は長編アニメ制作という一大プロジェクトに踏み切りました。

エディターの選
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また、展示見学以外に、詩のしおりを配置した壁面も設置しているの

で、ぜひ詩展に足を運び、お気に入りの年代と詩人の作品が書かれた

しおりを選んで持って帰ってください。

見どころ



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

頂点の極み
会期：03/24（土）
場所：新北市国定古跡林本源園邸

原住民族の頭飾り再現特別展
会期：03/08 より 08/26 まで
場所：新北市立十三行博物館

本山第五坑道体験及び砂金採り体験イベント
会期：即日より 12/31 まで
場所：新北市立黃金博物館

暁茶塾―デジタルインタラクティブな探索空間
場所：新北市坪林茶業博物館體驗館

紫砂めぐり・台湾にフォーカス
会期：即日より 06/18 まで
場所：新北市立鴬歌陶磁博物館／ 3F 特展室

タイヤル族アート
場所：新北市烏來泰雅民族博物館

心性悟明―陳菊美現代水墨展
会期：即日より 03/20 まで
場所：新北市客家文化園區

溢れる春の芸術─潘柏克・鄭淑妃油絵創作連合展
会期：03/09 より 05/01 まで
場所：新北市立淡水古跡博物館／ダグラス洋行

バス --> 1. 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。
 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系統に乗車 --> 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

まもなく開催されるステージ「頂点の極み」では、片腕

ダンサーの王蜀蕎氏と視覚障害を持つ音楽家の周進發氏を

招き、現代舞踊と琴の演奏を披露していただきます。命が

けで社会を思いやりながら自分自身をも激励する、そんな

お二人のステージをぜひご覧にお越しください。そして、

お二人に熱い拍手を送りましょう！

当展は、「国際舞台における紫砂茶器の登場」、「紫

砂茶器と台湾の出会い」、「台湾茶器の新天地」という

三つのテーマから構成されています。最後は会場で実際

にお茶を味わいながら、共に紫砂の世界をめぐりましょ

う。

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。

作者は台湾の環境保全、古典文学、客家人物を創作理念の

中心に据え、ささやかながらも強い信念を絵筆で表現するこ

とにより、現代水墨画の美しさと客家文化の奥深さを新しい

若い世代に伝えようとしています。

数多くの名所旧跡と優れた人と物が集まる淡水には、

毎日大勢の観光客が訪れています。芸術をこよなく愛する

二人の女性画家は、図らずも同じように淡水の風情と様々

な人物の姿を描く展覧会を通して、淡水の人、物、事の美

しさをより深く観光客に伝えようとしています。

部落の物語を融合させながら、原住民族の工芸職人が新し

い素材と手法を用い、原住民文化の中でも大きな特色を持つ

「頭飾り」に新たな解釈を加えています。16の台湾原住民

族が持つ工芸の美しさと多様な文化が一堂に展示されるこの

特別展を、ぜひご覧にお越しください。

黄金博物館は旧本山五坑を体験エリアとして

整備し、さらに本物そっくりのろう人形と音響

効果を組み合わせることにより、あたかも昔の

採鉱作業現場に来たような臨場感を観光客に与

えています。また、砂金採り活動では、先人

が基隆河のほとりで砂金を洗別した過程を体験できるほか、

採れた砂金を持ち帰ることもできます。

「茶経」をベースに、AR・VR技術と結び付けることにより、

茶学の内容を楽しいアニメーションとデジタルインタラクテ

ィブ施設へと変換させました。人々は茶摘み、釜炒り、揉捻、

焙煎などの製茶工程を体験したり、この世でただ一つの茶筒

をデザインしたりすることができ、楽しみながら学ぶことに

より、茶知識の学習が新鮮で面白いものへと変わります。

坪林

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

ダグラス洋行

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 34-1 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。


