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大分と世界、 そして未来をつなぐオウンドメディア
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り部の皆さんのパフォーマ
ンスをご紹介する予定です。
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してください。
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トすることに運命的なものを感じます。元号
が変わっても変わらない、大分の先人達の普
遍的な知恵を探求します。（カボスひろし）
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創作絵説き吉四六語り
ひろた

こげな話が
あったんじゃ

広田美茶子インタビュー

創作絵説き吉四六語り

びちゃこ

みかん の 巻

広田美茶子
01
吉四六語りを始めて 11
年。小学校や介護施設を中心
に、語り部活動を続けている
広田美茶子さん。
「あんたは
美しくて茶目っ気があるけ
ん、美茶子と名乗ったらいい」
と友人からすすめられ、芸名
を美茶子にしたそうです。
美茶子さんは、

02

なんしよんの？ now

ただ話すだけではなく、自作
のイラストを使って紙芝居
のように語ります。大分弁の
軽快なトークとカラフルで
ユーモラスなイラストが織
りなす創作絵説き吉四六語
りに、聴く人は引き込まれて
いきます。美茶子さんの語り
のもう１つの特徴は、一方的
に話すだけではなく、
「あん
た！この

なし始めたん？ origin

庄内町で生まれ育ち、庄内
神楽が大好きな美茶子さん
は、幼い頃から本を読むこと
が大好きでした。結婚して子
どもができると、読み聞かせ

も楽しくなり、読み聞かせの
会に入会。そんなある日、た
またま立ち寄った臼杵市の吉
四六ランドで、吉四六ばなし
を聞き、私もやってみたい！
と思い立ち、吉四六ランドで
やっていた『吉四六ばなしを
学ぶ会』に入会しました。会
では月に１回学んでいました
が、月１回じゃ足りない！と
師匠の家に通いつめて、とう
とう 100 本の吉四六ばなし
が語れるようになりました。
いろんな人の前で話すよ

後、どうなると思う？」と聴
く人に、突然話を振ったり、
巻き込んだりして、飽きさせ
ないところです。そんな美茶
子さんが吉四六語りを始める
ようになったきっかけは、吉
四六ランドでした。
うになりましたが、
子ども達に話した時に、
大分弁が通じていないこと
や話だけだと退屈すること
気づき、子どもが分かる言
葉で、子どもが楽しめるよ
うにイラストを描いて絵説
きで吉四六さんを語るよう
になりました。

取材を終えて…｜吉四六さんのことは「いかに楽して得するか」ということばかり考えている、ズル

い人という印象でしたが、今改めて吉四六語りを聞きなおすと、物事は色んな角度から考えられる →

③

①

②

④

⑤

①「和尚さんのとこに風呂敷を持っていって！」と庄屋さんから頼まれた吉四六さん。
②持って行きよったら重たいけん、気になって風呂敷を開けてみたら立派なみかんが
９個も入っちょった。
「こげなでけえの見たことねえ、１個こっそりもらっちょこう」
③和尚さんに渡すと「見事なきゅうねんぼ（※注 1）じゃな！」と喜ぶ和尚さん。
④ここで吉四六さん勘違いした。９個入っているから、
きゅうねんぼっち言ったのかな。
わしが１個、懐に入れたけん、今は８個じゃ。いかん！わしがとったことがバレる…。
⑤「和尚さんすまなかった、わしが懐に１個入れちょった。これを足したら、確かに
きゅうねんぼじゃ！」それを聞いた和尚さんはキョトンとしたとさ。
※注 1：きゅうねんぼ（九年母）とは
みかんの種類の１つです。

03

どげえするん？ future

「人を楽しませるのが好きだから、
これからも吉四六語りを続けるよ」
と美茶子さん。より伝わるように、
より楽しんでもらえるように、常に
聞き手を意識して語るスタイルはさ
らに進化していきそうです。吉四六

さんは「とんち者」ですが、とんち
とは、機に応じて即座に働く知恵の
こと。時代に応じて、即座に伝え方
に工夫を凝らす美茶子さんの姿はま
さしく「とんち者」でした。
聞き手・文：カボスひろし

→ という、生きるための知恵を教えてくれているような気がします。生きづらい現代を肩の力を

抜いて楽しく柔軟に生きていくヒントが吉四六語りにはたくさん詰まっています。
（カボスひろし）

