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The Spirit of KUMAMOTO
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「熊本の心」
英語版

「人間は何のためにこの世に生まれてきたのか, とい
に生まれてきたんだということでしょうね。」
この言葉は明治から昭和にかけて, 激動の時代を生きた
ふ く だ よし の ぶ

福田令寿の言葉です。
福田令寿の100年にわたる生涯の
福

Sometimes I had no time to sleep. But I was happy
every day.
Fukuda Yoshinobu died in 1973. He was selected to
be an honorary citizen of Kumamoto City.
In the 100 years of his life, what was his goal?

中で,
中 彼が目指したものは何だったのでしょうか。

What do you think?

Fukuda Yoshinobu was born in 1873. He decided to
become a doctor when he was a child. He studied
medicine in England and Germany, and he opened
Fukuda Women s Hospital in Kumamoto in 1910.
At that time many people were too poor to go to the
hospitals. So he also
opened a free clinic

・died 死んだ
・was selected to 〜
〜に選ばれた
・honorary citizen of
Kumamoto City
熊本市の名誉市民

・was born 生まれた
・decided to 〜
〜することを決心した

シオン
（紫苑）会診療所について

・medicine 医学
・England イギリス
・Germany ドイツ
・women s hospital
産婦人科
・too 〜 to …
あまりに〜で…できない

「シオン
（紫苑）会」は社会事業の一つ。
「シオン」
とは,
エルサレム付近の丘の名前で,「太陽が照らす」
と言う意味。
この会は, 貧困で暗い家庭に一筋の光を導こうという意
図で設立された。

・clinic 診療所, 医院
・
シオン会診療所

.

「シオン」
ではあまり聞き慣れないということから, 花の紫
苑（シオン）の字をあてた。

This work was so
hard and he was very

◀福田令寿

tired. It was difficult
to collect donations
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It was hard for me to find the time for my family.
うような問題がありますが, やはり人間とならんがため

called

CD
トラック

福田令寿が産婦人科医として, 取り上げた赤ん坊の数は, 1万人を超えたといいます。また,
▲開設当時の福田病院
（熊本市）

too. But he continued his work there for more than 30

・collect 集める
・donation 寄付
・continue 〜を続ける

years. Many people were very grateful to him.

・grateful

After

he

教育者としても社会に貢献。熊本女学校の校長や熊本県教育委員長を務め, 学校教育の
向上にも力を注ぎました。

感謝して

closed

, he continued
his work at Fukuda
Women s Hospital until

A f ter Reading

he was 80 years old.
He examined all the
patients by himself.
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福田令寿さんの
生涯はすごいモン

・until 〜まで

・examine 〜を診察する
・patient 患者
・by himself 彼自身で

●福田令寿の生涯について思ったことなどを英語で表現してみましょう。
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