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アッサラームアライクム 

 ムスリム新聞読者のみなさん 

 イードムバーラク。おめでとうございます。ラマダーン月も過ぎ去り、シャウワール月がやってきました。

ラマダーン月の余韻が生活の中に残っていますが、少しずつ日常に戻りつつあります。暑くなってきました。

涼しくして、どうぞ新聞をひろげてください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］７３―７４節（２７） 

アーリファ松山 

 

クルアーンの部分は、『日亜対訳クルアーン』（作品社）を参照しています。 

★ジャラーライン（『ジャラーラインのクルアーン注釈（Tafsīr al-Jalālain）』ジャラール・アッ＝ディーン・アル＝マッハリー（ヒジ

ュラ暦８６４年没）とジャラール・アッ＝ディーン・アッ＝スユーティー（ヒジュラ暦９１１年没）著）（参照：『タフスィール・

アル＝ジャラーライン』第３巻、中田香織（ハビーバ）訳中田考（ハサン）監訳、日本サウディアラビア協会、２００６年。） 

『ジャラーライン』はクルアーンの読誦法としてワルシュ＆ナーフィウを採用しています。 

★イブン・カスィール（『イブン・カスィールのクルアーン注釈（Tafsīr Ibn Kathīr）』イブン・カスィール（ヒジュラ暦７７４没）著） 

★クシャイリー（『精妙なる示唆（Laṭā’if al-’ishārāt）』クシャイリー（ヒジュラ暦４６５年没）著） 

※文中のひらながの「かれ」はすべて「アッラー」を指します。 

 

 一方、その主を畏れ身を守った者たちは、集団で楽園に、その諸々の門が開いた状態のところに、追い立てら

れ、やがて、そこに至ると。そして、その門番たちが彼らに言った。「おまえたちに平安あれ。おまえたちは良か

った。それゆえ、永遠に留まるものとしてそこに入れ」。（39:73） 

★ジャラーライン 

『追い立てられ』優しく（追い立てられ）。 

『’idhā（やがて～すると）』（は時を示す接続詞ですが、）この帰結節つまり、「彼らはそこに入った」は省略さ

れていると推測されます。 

『wa-futiḥat abwāb』の『wa』は、付帯状況の「wāw」で、それに続く（過去を示す副詞）「qad（すでに～

だった）」が省略されていると推測されます。 

『おまえたちは良かった』状態として、また、ことの結末として（良かった）。 

『永遠に留まるものとして』そこへの永住が定められた者として。信仰者の追い立てと、彼らが到着する前か

らの扉の開門は、信仰者への厚遇を表しています。（第３９章 71,72 節で述べられている）不信仰者の追い立て

と、火獄の熱が彼らに達するように彼らが到着したと同時のその扉の開門は、不信仰者への叱責を表しています。 

 

★イブン・カスィール 

 これは、幸せな信仰者たちが楽園に到着して高い位階に追い立てられた時の状況について、知らせています。 

 『集団で』（アッラーに）近しい者たち、それから、敬虔な者たち、それから、彼らに近しい者たち、それから、

その彼らに近しい者たち、という順で、ひとつの集団の後に、もうひとつの集団が続きます。それぞれの集団は、

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

 一方、その主を畏れ身を守った者たちは、集団で楽園に、その諸々の門が開いた状態のところに、追い立て

られ、やがて、そこに至ると。そして、その門番たちが彼らに言った。「おまえたちに平安あれ。おまえたちは

良かった。それゆえ、永遠に留まるものとしてそこに入れ」。（39:73） 

 そして、彼らは言った。「称賛はアッラーに属す、御約束をわれらに果たし、われらに地を継がせ給うた御

方。われらは楽園でわれらの望むところを占める」。行為者たちの報酬のなんと良いことよ。（39:74） 
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似た者同士で集まっています。つまり、預言者は、他の預言者たちと一緒で、誠実な者は彼らと似た者たちと一

緒で、殉教者は彼らに似た者たちと一緒で、学者は彼らと同類の者たちと一緒です。ある種は、それと同種と一

緒にあり、一つの集団は似た者同士からなるのです。 

 『やがて、そこに至ると。』つまり、「彼らは、獄火の上に架かる道を渡り切って、楽園のもろもろの扉にたど

り着くと、楽園と獄火の間に架かるアーチ形の橋の上で引き留められる。そして、現世で彼らの間に生じた不正

なことがらについて、彼らに同害応報刑が課される。それで、彼らは洗浄され清められ、アッラーは彼らに楽園

に入ることを許可し給う。」。 

 （終末の）角笛についての伝承の中で次のように述べられています。信仰者は、楽園の扉にたどり着くと、最

後の審判を始めてくださるようにアッラーにお願いをしてくれる人を探した時と同様に、誰が（楽園に）入るた

めの許可をアッラーに求めてくれるか、相談し合います。それで、（最初に）アーダムを、次に、ヌーフを、それ

から、イブラーヒームを、それから、ムーサ―を、それから、イーサーを訪れ（頼みますが、断られます）。そし

て（最後に）ムハンマド（彼と彼らみなにアッラーの祝福と平安あれ）を訪れ（頼むと、受け入れられ）ます。

それで、ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）の栄光が、あらゆる場にいる、残りすべての人間たちの上に

現れます。 

 それはハディース集成者のムスリムが伝える、教友のアナス（アッラーの御満悦あれ）から伝わる伝承によっ

てはっきりとしています。 

彼（アナス）は次のように言いました。 

 「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃいました。『私は、楽園で執り成しの最初の者とな

るでしょう。』」 

 また、ムスリムの伝える別の伝承には、「また、私は、楽園の扉をノックする最初の者となるでしょう。」とい

う言葉があります。 

 イマーム・アフマドは、教友のアナス・ブン・マーリク（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を伝え

ました。 

彼（アナス）は言いました。「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃいました。『復活の日、

私は楽園の扉にたどり着き、扉を開けてくださるようお願いする。すると、その守衛が「おまえは誰だ」と尋ね

る。それで、私は「ムハンマドである」と答える。』さらに、続けて彼はおっしゃった。『すると、彼（守衛）は、

「あなたについて、私は、あなたが来るまでは、誰にも開けてはならないと命じられた。」と言う。』」 

 この伝承は、ムスリムも伝えています。 

 イマーム・アフマドは、教友のアブー・フライラ（アッラーの御満悦あれ）の伝える次の伝承を伝えました。 

彼（アブー・フライラ）は言いました。「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。『楽

園に入る最初の集団の人々の姿は、満月の夜の月の姿のようである。彼らはそこで唾を吐かない。彼らはそこで

鼻をかまない。彼らはそこで排便をしない。器や櫛は、金と銀でできている。彼らの火鉢（で焚くのは）は沈香

である。彼らの汗は麝香である。彼らには、美しい肉体をもちその脚の骨髄が（透けて）見えるような二人の配

偶者がいる。人々の間には、意見の相違も、嫌悪感もない。彼らは心を一つにして、朝に夜に、アッラー（至高

なる御方かな）を讃えている。』」 

 この伝承は、アル＝ブハーリーとムスリムも伝えています。 

 アル＝ハーフィズ・アブー・ヤァラーは、アブー・フライラ（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を

伝えました。 

彼（アブー・フライラ）は言いました。「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。『満

月の夜の月の姿で楽園に入る最初の集団と、彼らに続いて、天に輝く星よりも明るく輝いて楽園に入いる者は、

排尿をせず、排便をせず、唾を吐かず、鼻をかまない。彼らの櫛は金でできている。彼らの汗は麝香である。彼

らの香炉には沈香がある。彼らの配偶者は円らな瞳の天女である。彼らの性質は、一人の男の性質と同じであり、
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（つまり）彼らの父のアーダムの姿であり、天では（背丈が）60 腕尺である。』」 

 アル＝ブハーリーとムスリムも、教友のジャリールから伝わる伝承として、この伝承を伝えています。 

 また、アブー・フライラによると、「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。『私の共

同達のうちから、７万人からなる一集団が、満月の夜の月の輝きのように彼らの顔を輝かせて、楽園に入る。』す

ると、ウッカーシャ・ビン・ミフサンが立ち上がって、言った。『アッラーの使徒よ。私を彼らのうちの一人とし

てくださるよう、アッラーに祈ってください。』それで、彼（預言者）は、『アッラーよ、彼を彼らのうちのひと

りとなし給え』と祈られた。それから、マディーナの援助者のうちの別の男が、『アッラーの使徒よ、私を彼らの

うちの一人としてくださるよう、アッラーに祈って下さい。』と頼んだ。すると、彼（アッラーの祝福と平安あ

れ）は、『ウッカーシャは、この件に関しては、おまえよりも先んじた』とおっしゃった。」。 

 この伝承は、アル＝ブハーリーとムスリムが伝えています。 

 また、この伝承は、アル＝ブハーリーとムスリムが、教友イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）経由、

またジャービル・ビン・アブドゥッラー経由、またイムラーン・ビン・フサイン経由、またイブン・マスウード

経由、またリファーア・ビン・アラーバ・アル＝ジュハニー経由、またウンム・カイス・ビンティ・ミフサン（彼

らにアッラーの御満悦あれ）経由で、「７万人で、彼らは勘定なしに、楽園に入る」という言葉で伝えています。 

 アル＝ブハーリーとムスリムは、サフル・ビン・サァド（アッラーの御満悦あれ）からアブー・ハーズィムに

伝わる、次の伝承を伝えています。 

 アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。「まことに、私の共同体から、7 万人または、

70 万人が、満月の夜の月のような顔をして、互いに手を取り合って、彼らのうちの最初の者と最後の者もみな

一斉に入るように、楽園に入る。」 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『やがて、そこに至ると。そして、その門番たちが彼らに言った。「おまえ

たちに平安あれ。おまえたちは良かった。それゆえ、永遠に留まるものとしてそこに入れ」』（39:73）の『やが

て、そこに至ると』の帰結節は、ここでは述べられていません。また、その条件節は、「やがて、彼らがそこに至

り、その時すでに彼らへの賛美として扉は開かれており、不信仰者を非難して獄火の番人（である天使アル＝ザ

バニーヤ）が出向かる様子とは違い、（楽園の）門番の天使たちが、喜び平安の挨拶と共に褒め称えて彼らを歓待

すると」、という意味であることが推測されます。それゆえ、その条件節の帰結節は「そうである時、彼らは、彼

らが得た心地よさの程度に応じて、歓喜と愉悦に浸るようになる」であると推測されます。また、ここでこの条

件節を受ける帰結節が省略されているために、（この一節を読んだ者は）期待で想像を膨らませることになりま

す。 

 かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『wa-futiḥat ‘abwāb-hā（その諸々の門）』の冒頭のワーゥの

文字は、八番目（を示す文字）のワーゥであると主張し、その文字があるゆえに楽園の扉の数は８であると結論

付ける者は、正しい道から逸れ、致死的な間違いを犯しています。楽園の八つの扉の存在は、もろもろの正統伝

承から結論付けられます。 

 イマーム・アフマドはアブー・フライラから伝わる次の伝承を伝えました。 

 彼（アブー・フライラ）は言いました。「アッラーの使徒はおっしゃった。『アッラー（至高なる御方かな）の

道において己の財産のうちから、何かひと組を喜捨した者は、楽園の諸々の扉のうちのひとつから呼び出される。

楽園には複数の扉があるが、礼拝をなす民の者は、礼拝の扉から呼び出され、喜捨をなす民の者は、喜捨の扉か

ら呼び出され、奮闘（al-jihād）する民の者は、奮闘の扉から呼び出され、断食をする民の者は、ライヤーンの

扉から呼び出される。』そこでアブー・バクル（アッラーの御満悦あれ）は言った。『アッラーの使徒よ。呼び出

される際に、人にとって肝心なことは、そのどれから呼び出されたか、ということではなく、それらすべてから

呼び出されたかどうか、ということなのではないですか、アッラーの使徒よ。』と尋ねた。すると、彼（アッラー

の祝福と平安あれ）はおっしゃった。『そうです。私は、あなたが彼らのうちのひとりであることを期待します。』」 

 この伝承は、アル＝ブハーリーとムスリム、そしてその他の者たちが伝えています。 
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 また、アル＝ブハーリーとムスリムの収集した伝承の中に、サハル・ブン・サアド（アッラーの御満悦あれ）

から伝わる次の伝承があります。 

 彼（サハル）は言いました。 

「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。『まことに、楽園には八つの扉がある。それら

の扉のうちの一つは、アル＝ライヤーンと呼ばれる。断食をした者の他、だれもそこには入れない。』」 

 ムスリムの正当伝承に、ウマル・ビン・アル＝ハッターブ（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承があ

ります。 

 彼（ウマル）は言いました。 

「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。『あなたがたのうちのだれであろうと、清め

（ウドゥー）をして、それからきちんと清めを終えーもしくは、「長く行って」ーそれから、『私は、アッラーの

他に神はなく、ムハンマドはかれのしもべであり、かれの使徒であると、証言する。』と言ったなら、八つの楽園

の扉が開かれ、どこでも望むところから入ることができる。』」 

 アル＝ブハーリーまたはムスリムの正当伝承には、アブー・フライラ（アッラーの御満悦あれ）から伝わる、

（預言者の最後の審判における）執り成しについての長い伝承があります。彼（アブー・フライラ）は言いまし

た。 

 「（アッラーの使徒はおっしゃった。）『・・・それで、アッラー（至高なる御方かな）は仰せになった。「ムハ

ンマドよ、われは、おまえの共同体の者で、勘定が割り当てられなかった者たちを、右手の門から入れよう。彼

らは、別の扉にいる人々の仲間である。」私の魂をその御手に持ち給う御方に誓って、まことに、二つの楽園の扉

の板である、２枚の扉の板の間―もしくは、「扉の２本の支柱の間」―の距離は、マッカと（バハレーンの村）ハ

ジャルの距離とー別の伝承では、「マッカと（シリアの町）ボスラの距離と」―同じである。』」 

 ムスリムの伝える正当伝承には、ウトゥバ・ビン・ガズワーンから伝わる次の伝承があります。「彼（預言者）

は、人々に説教をされ、その中でおっしゃった。『楽園の扉の、二つの扉の板の間には、40 年かかる旅ほどの距

離があり、そして、その場が、混雑して満員になる日がやってくると、われらにすでに述べられた。』」 

 かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『そして、その門番たちが彼らに言った。「おまえたちに平安あ

れ。おまえたちは良かった。」』（39:73）つまり、「おまえたちの行為と言葉は良かった、また、おまえたちの努

力も良かった、また、おまえたちの報いも良かった。」。アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が、軍事

遠征の際に、「まことに、楽園は、ムスリム（帰依者）の ー別の伝承では「信仰者の」― 魂のみが入ることが

できる。」と（いう言葉を）ムスリムたちの上に叫ぶよう命じられた通りです。 

かれの御言葉『それゆえ、永遠に留まるものとしてそこに入れ』（39:73）つまり、「永遠にそこに留まれ、そ

して、それ以外を望まずそれを求めよ。」。 

 

★クシャイリー 

 「追い立てられる」と表現されていますが、それには疲労困憊は伴わず、安らぎと喜びが伴います。 

 『集団で』複数の集合で、そしてそれらは一般の楽園の民です。彼らの上位の者たちは、『われらが、畏れ身を

守る者たちを慈悲あまねき御方の許に使節団として集める日。』（第 19 章［マリヤム］85 節）と説明されていま

す。またその彼らの上位の者たちは、『そして、楽園は畏れ身を守った者たちに近寄せられ、遠くはなく。』（第

50 章［カーフ］31 節）と説明されています。楽園へと追い立てられる者と、楽園が近寄せられる者とはなんと

違うことでしょうか。最初の者は、不正をなした者たちであり、次の者は、中庸の者たちであり、最後の者たち

は、先んじる者です。（クルアーン第 35 章［創始者］22 節を参照してください。） 

 『その諸々の門が開いた状態のところに、追い立てられ、やがて、そこに至ると。』彼らが楽園に到着すると、

彼らが待ちつかれないように、諸々の扉は開けられています。 

また、別のある説によると、これが楽園についての話であるならば、人はそこに急がされるべきかもしれませ
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んが、追い立てられる必要はありません。おそらく、そこで述べられている人々は、楽園をあまり望んではいな

かったのでしょう。それで、そのような状態の彼らは道すがら、『おまえたちは良かった』と言われます。つま

り、彼らは、暴力的ではなく親切にされて楽園に追い立てられるのです。 

 

 そして、彼らは言った。「称賛はアッラーに属す、御約束をわれらに果たし、われらに地を継がせ給うた御方。

われらは楽園でわれらの望むところを占める」。行為者たちの報酬のなんと良いことよ。（39:74） 

★ジャラーライン 

 『そして、彼らは言った。』は、（前節で）省略されたと推測される語「彼らはそこに入った」の続きです。 

 『御約束をわれらに果たし』喜びと恩寵の家としての楽園によって。 

 『地を継がせ給うた』つまり、楽園の地。 

 『を占める』に降り立つ。 

 『楽園でわれらの望むところを』なぜなら、楽園には、あの場所より、この場所がより選好されるというとこ

ろが、どこにもがないからです 

 『報酬』楽園と（アッラーからの）お許し。 

 

★イブン・カスィール 

 『そして、彼らは言った。「称賛はアッラーに属す、御約束をわれらに果たし」』つまり、信仰者たちは、楽園

で、それらのふんだんな報奨と、すばらしい贈り物と、高尚な恩恵と、莫大な富を目の当たりにしたときに、『称

賛はアッラーに属す、御約束をわれらに果たし』と言います。 

現世で、かれの高貴なる使徒たちが、次のように呼びかけられたことを、アッラーは約束し給うた御方であら

せられます。 

『われらが主よ、あなたの使徒を通してわれらに約束し給うたものをわれらに与え、復活の日にわれらを辱め

給わないでください。あなたは約束を違い給いません。』（第３章［イムラーン家］194 節） 

『そして、彼らは言った。「称賛はアッラーに属す、われらをこれに導き給うた御方。そしてもしアッラーがわ

れらを導き給うていなければ、われらは誰かに導かれてはいなかった。確かにわれらの主の使徒たちが真理と共

に訪れた。」』（第 7 章［高壁］43 節） 

『そして彼らは言った。「称賛はアッラーに属す、われらから悲しみを去らせ給うた御方。まことに、われらの

主はよく赦し、深謝し給う御方。（35:34）われらをかれの御恵みから永住の館に住まわせ給うた御方。そこで

は、苦労がわれらを捉えることはなく、そこでは疲労がわれらを捉えることもない。」（35:35）』（第 35 章［創

始者］34,35 節） 

 かれの御言葉『われらに地を継がせ給うた御方。われらは楽園でわれらの望むところを占める」。行為者たちの

報酬のなんと良いことよ。』（39:74） 

 アブー・アル＝アーリヤ、アブー・サーリフ、カターダ、アル＝スッディー、そして、イブン・ザイドは「つ

まり、楽園の地である。」と解説しました。 

 この一節は、かれ（至高なる御方かな）の御言葉『われらは、詩篇の中でも記述の後に書いた。「大地はわが正

しいしもべたちがこれを継ぐ」。』（第 21 章［預言者たち］105 節）と同様です。 

 それゆえに、彼らは、『われらは楽園でわれらの望むところを占める』と言いました。つまり、「どこでもわれ

らが望むところにわれらは落ちつき、われらの行為に対するわれらへの報奨はなんと良いものであろうか。」。 

 アル＝ブハーリーとムスリムが伝える正当伝承の中に、昇天の物語について、教友アナス（アッラーの御満悦

あれ）から伝わる次の伝承があります。「預言者（アッラーの祝福と平安あれ）はおっしゃった。『私は楽園に招

き入れられた。すると、そこでは、ドームが真珠であり、そこの土は麝香であった。』」 
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★クシャイリー 

 アッラーは、われらを楽園に入れ、恩寵を全うし給うたことによって、かれの御約束をわれらに果たし給いま

した。 

 『われらに地を継がせ給うた御方』つまり、楽園の地です。「われらはそれからわれらが望んだところ占める。」

ということです。彼らは特別な人々で、楽園の民のうち『階上室』（第 39 章［集団］20 節を参照してください。）

の人々です。 

 

 

👀見てみようアラビア語 

第３９章７４節 

 

ِمِلينَۡۡـ عَۡل ۡٱُرَۡمۡأَجۡ فَنِعۡ   
行為者たちの報酬のなんと良いことよ 

مَۡنِعۡ ۡ   + فَۡۡۡ⇨ۡۡۡمَۡفَنِعۡ   
何と良いことよ    それゆえ   それゆえ、何と良いことよ 

     

ِمِلينَۡۡـ عَۡل ۡٱ ُرۡأَجۡ   
行為者たちの 報酬 

 

👞  
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カダー(埋め合わせ)の断食とシャウワール月の６日間の断食 

  アーミナ編著  

 

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

 

ラマダーン月が終わり、イスラーム暦１０月シャウワール月になりました。ラマダーン月の斎戒はアッラーが

お命じになったファルド（義務）です。 そして病気や生理や産褥や旅行などの理由で、そのラマダーン月に斎戒

ができなかった日数分は、埋め合わせしなければいけません。ファルドは怠れば罪として残ります。  

 

それとは別に、ある定められた期間に斎戒が奨励されています。 これらはスンナ（預言者様（彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ）の言行）で、行えばアッラーからの報奨がありますが、行わなくても罪にはなりません。  

 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は言われました。 

≪誰でもラマダーン月に断食をして、シャウワール月に６日間（断食を）続けた人は、 

１年間断食をしたようなものです。≫ ムスリムの伝承 

 

≪アッラーは、善行を、１０倍になさいます。ですから、一ヶ月間を１０ヶ月間にしてくださり、 

イードルフィゥトル（断食明けの祭典）後の６日間で、ちょうど一年間となります。≫ナサーイーの伝承 

（訳注：１０ヶ月間（３００日間）＋６０日間 ≒ 一年間（ヒジュラ暦の一年間は 354 か 355 日間）） 

 

≪誰でもラマダーン月に断食をして、シャウワール月に６日間（断食を）続けた人は、 

母親が彼を生んだ日のように、全ての罪からきれいになります。≫タバラーニーの伝承 

 

このスンナの断食をするときのニイヤ（意思）の３つのやり方： 

 

１（一番ご褒美が多い）：ラマダーン月にできなかった日数分のカダーの斎戒をした後、シャウワール月の６日

間の斎戒をする  

 

２（許されている）：ラマダーン月にできなかった日数があまりに多く、それをした後では、シャウワール月中

にスンナの６日間の斎戒はできない場合などは、シャウワール月中に６日間のスンナの分の斎戒をし、シャウワ

ール月を過ぎてから別の月にカダーの斎戒をする  

 

３（１，２よりご褒美が少ない）：シャウワール月にするカダーはシャウワール月のスンナの６日間を兼ねるこ

とができる。つまり義務とスンナのふたつのニイヤ（意図）をもつことができる  

３のように、一日の断食に、義務とスンナのニイヤ(意思)を重ねてもいいという学者もいますが、もしスンナし

か取られなかったら、義務を落とすことになり危険なため、別の日に行った方がより安全と言えます。 

例：ニイヤ(意思)  △「ラマダーンのカダーの断食と、シャウワールのスンナの断食をします。」 

         ○「ラマダーンのカダーの断食をします。」 

            ○「シャウワールのスンナの断食をします。」 

https://bit.ly/3dDxZt8
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また、スンナの斎戒はご主人の許可が要ります。 カダーは、義務の斎戒のため、許可がなくてもできます。シ

ャウワール月の６日間はラマダーン月が終わり、イードの翌日からすぐ続けてしても、６日間を連続ではなく分

けて週末にしたり、月の後半にしても問題ありません。（注：イードの一日目は断食禁止です） 

 

質問：カダー（埋め合わせ）の断食と、シャウワールの断食の どちらを先にすべきですか？ 

答え：私達はいつ死ぬかわからないので、死んだときにカダーが残っていると大変です。そのため、カダーを先

に優先させて行う方がよく、カダーの断食が終わった後、シャウワール月内に６日間の断食をするのが、一番善

い方法です。 

・カダーの断食が多く、礼拝がない期間も重なると、両方がシャウワール月内に、終わらない場合： 

シャウワールのスンナの６日間は、シャウワール月内でないとできないが、カダーの断食は、来年のラマダーン

前までに行えばいいので、特に病気などで、すぐに死んでしまう可能性が高い状態でなければ、先に、スンナの

６日間をしてから、カダーの断食を行ってもよいという見解があります。 

 

★ラマダーン月が終わってからもできる、他のスンナの断食 

注意：結婚されている方は、スンナの断食（義務かカダーの断食以外。ラマダーン以外の断食）をされる場合に

は、ご主人の許可が要ります。明日、スンナの断食をしてもいいか？とご主人に許可を取ってから、断食するよ

うにしましょう。 

・ 一年間のうち、断食が奨励されている日：アラファの日の断食（巡礼者以外）、アーシューラーゥの断

食（ムハッラム月 9，10 日。もしくは、10，11 日でもよいとする見解あり。）、ズルヒッジャ月の最初の 10

日間(ジハードよりも善いというハディースあり)、ムハッラム月の最初の 10 日間、ラジャブ月、シャアバーン

月(預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がラマダーン以外に一番多く断食をされていた月、シャーフ

ィー学派は前半の 15 日間だけ)、聖月(ズルカアダ月、ズルヒッジャ月、ムハッラム月、ラジャブ月)  

―『ビダーヤトゥルヒダーヤ(導きの初め)』イマーム・ガザーリー師(アッラーの慈悲あれ)著より 

・ 毎週、月曜日と木曜日の断食。天使が私たちの行いを書いた本を、アッラーのところへ送る日なので、

（最後のページが、断食という善行を書かれたものになるように）その日に、断食をしていたい、と預言者様（彼

の上にアッラーの祝福と平安あれ）は言われました。 

・ ヒジュラ暦の毎月１３日、１４日、１５日の３日間の断食。 

※これらの日全てに、食べたり飲んだりするのを断つ断食をするのが、難しければ、これらの日には、せめて食

べ過ぎに注意したり、目、口、耳、の断食だけでも心がけてみる。 

・ アッラーのお嫌いなものを見ない（他人の部屋を覘く、いかがわしい絵や写真、不倫や婚外交渉を扱う恋愛

ドラマ、他人を蔑んで見ること、など） 

・ アッラーのお嫌いになられることを聞かない（他の人の悪口、陰口、中傷、喧嘩、噂話、下劣な話、な

ど） 

・ アッラーのお嫌いになられることを言わない（上と同じ。） 

・ アッラーのことをたくさん考えるよう、努力する。 

 

ラマダーンの後にニイヤ(意思)する９つのこと(ハビーブ・ウマル師)：http://bit.ly/2ZjUaMO  

１． ラマダーンで行った善い行いを一年中続け、いつもラマダーンのような状態になること 

２． 何かをする時にはいつでも、アッラーゆえに行うこと 

３． ウンマ(イスラーム共同体)の役に立つ人になること「知識、振舞い、ダアワ」 
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４． 何かをする時にはいつも、アッラーの満足を求めて、また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ)を喜ばせるためにすること 

５． いつもアッラーのことを忘れない人になること、特に礼拝中やクルアーンを詠む時やズィクルをする時。 

６． アッラーゆえに愛するムスリムの姉妹と会う機会を作ること 

７． シャウワール月の 6 日間のスンナの断食をすること 

≪誰でもラマダーン月に断食をして、シャウワール月に６日間（断食を）続けた人は、母親が彼を生んだ日のよ

うに、全ての罪からきれいになります。≫タバラーニーの伝承 

８． 断食に良いと言われる、アーシュラーの日(ムハッラム月 10 日―9，10 日断食。もしくは 10，11 日

でもいいとする見解もあり。)、アラファの日(ズルヒッジャ月 9 日)などの断食をすること 

９． 断食をする日が毎月 3 日間よりも少なくならないようにすること（毎週月と木のスンナ断食など） 

 

注：このニイヤ(意思)は、ラマダーン中にしておくと、インシャーアッラー、ご褒美も倍増しますが、ラマダー

ン後に行うこともできます。 

 

シェア「私達の先人たちの常として、彼らは様々な善行のニイヤを毎年ラマダーン月に行っていました；シャウ

ワール月６日間、月曜と木曜、毎月３日間の断食など、また、親孝行や親せきの絆を強めること、任意の礼拝を

する事などです。（ハビーブ・ウマル・ブヌ・ハフィーズ師（アッラーが彼をお守り下さいます様に））」 

 

 

イードムバーラク☆イードおめでとうございます。毎年、みなさんに多くの善いことがありますように。アッラ

ーが、私たちと皆さんの善行を受け入れてくださいますように。世界中のムスリムが祝福に満ちたイードを過ご

せますように。 

 

👞 👞 
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Islamic  Study Onlie 
「イスラーム勉強会」ムスリム女性限定   

【一緒に学んでみませんか？】 会  費 ： 無 料 

LINE グループに登録されると、以下のプログラムを無料でご利用いただけます。 

注：先生が女性のため、申し訳ありませんが登録は「ムスリマ（イスラーム教徒）女性限定」となります。 

１．クルアーン読誦会  

海外でクルアーンのタジュウィード（クルアーン読誦法）を習得しお免状を持っている専任の先生（日本人ムスリマ）から直接クルア

ーンの読み方の指導を受けられます。 

アラビア文字が読めない方も、文字読みの練習から始められるので安心です。 

 

２．イスラーム講義毎週提供 

毎週数回行われる講義を生中継で受講できます。 

現在配信中の講義は、「40 のハディース」「ムスリムの子ども教育」。 

お好きなものをご自由にご聴講ください。 

 

３．講義録音＆レジュメアーカイブアクセス 

講義の復習用、また様々な事情から、生中継の講義に参加できない方に向けたものです。すべての講義を何度でも閲覧可能です。講義

のレジュメなどの配布資料もダウンロードできます。 

ご登録は件名を「イスラーム勉強会参加希望」にて、 

下記まで申し込みメールをお送りください： 

welove.allah＠hotmail.com 

 

みなさまのご参加をお待ちしています 

新兄弟姉妹サポートプロジェクト SKIP  
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ５６回

―シャーフィイー派に対する批判と対立⑥― 
アフマド塩崎悠輝 

 

 

 

前回は、20 世紀の初めにインド方面から入ってきたバハーイー教やアフマディーヤといった新しい宗教集団

に、東南アジアのムスリムがどのように対処してきたのか、ということについて書きました。 

20 世紀初めは、東南アジアのムスリムにとって、英国やオランダによる植民地化の結果として、近代や科学、

共産主義といった、西洋の価値に直面した時代であると同時に、インド方面から入ってきた新しい宗教集団や、

道教などの宗教を持つ中国からの移民に接する機会が急増した時代でもありました。 

シャーフィイー派に対する批判、というか、伝統的なシャーフィイー派だけでだいじょうぶなのか、という意

見、他の法学派も活用しようという発想は、こういう急激な変化の時代に出てきました。状況は他の地域でもそ

れほど変わらず、中東やインドでも、同じような議論は起きていました。 

インドのムスリムの東南アジアのムスリムへの影響は、歴史を通して大きなもので、12 世紀頃にはインド北

西部でムスリム王朝の支配が確立されたことから、交易などを通して、マレー半島やスマトラ島のアチェ、タイ

南部のパターニーやベトナムのチャムパ王国などでムスリムが増えていくきっかけとなりました。 

20 世紀の初め、シャーフィイー派の伝統的なあり方に、特に強く批判的な立場をとったインド系ムスリムに、

アフマド・ハサン（1887～1958）がいました。シンガポールで生まれたアフマド・ハサンは、インドネシアに

移住し、イスラーム協会（Persis）を設立して、ジャワ島の都市バンドゥンを中心に活動しました。 

アフマド・ハサンの著作にはイブン・タイミーヤ（1264～1328）の直接的な影響がうかがえます。1931 年

に出版されたアフマド・ハサンのファトワー集、『質問と回答（Soal-Jawab）』には伝統的な法学派の否定と

クルアーンとハディースを直接的な典拠とする法学上の方法論、スーフィー的慣行への激しい攻撃といった特徴

が見られます。 

イブン・タイミーヤは、伝統的な法学派を否定し、クルアーンとハディースのみを直接的な典拠とする方法論

を唱えた元祖というべき人で、サウディアラビアのワッハーブ派は、この人の影響で成り立ちました。 

東南アジアで伝統的なシャーフィイー派のあり方を批判する新集団（カウム・ムダ）は、その中にいろいろな

考え方があって、伝統的な法学派を全面的に否定するのはむしろ少数です。シャーフィイー派もそれはそれでよ

いのだけれど、他の法学派も参照しよう、くらいの考え方が多く、インドやエジプトからの影響で 20 世紀初め

からそういう考え方の人たちが増えました。 

アフマド・ハサンは、新集団の中でも、明らかにイブン・タイミーヤの影響を強く受けていた人で、彼の著作

には、イブン・タイミーヤそのままの文章がよくあります。アフマド・ハサンは、マッカにもアラビア半島にも

行ったことがないはずで、ワッハーブ派の人々と現地で接触したこともないはずですが、シンガポールでもイブ

ン・タイミーヤの著作を読む機会はあったのでしょう。 

アフマド・ハサンはスーフィーの慣行の中でも、とりわけ聖者の墓に参拝して願いごとをすることについて、

激しく非難しています。また、アッラーの定めた法以外の法（＝人定法）によって統治を行おうとすることはア

ッラーへの反逆であり、そのような統治者は不信仰者になる、という主張もしていて、このあたりもイブン・タ

イミーヤやワッハーブ派そのままです。 
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アフマド・ハサンの影響力は、限られたものでしたが、彼がつくったイスラーム協会は現在まで続いています。

ワッハーブ派のような考え方の勢力は、インドネシアではある程度広がっていますが、サウディアラビアから支

援を受けている組織は別にあって、それに比べるとイスラーム協会は小さなものです。 

実際問題として、シャーフィイー派をはじめとする法学派という仕組みを無くしてしまおうという人や、シャ

ーフィイー派の法学書を参照するのはよくない、という人はそんなに多くありません。一方で、アフマド・ハサ

ンやワッハーブ派が非難した、聖者の墓に参拝して願いごとをするというスーフィーの一部に見られる慣行の是

非の方が、論争になることが多いです。これは、中東や南アジアでも同じことです。 

シャーフィイー派の最大の団体といえるナフダトゥル＝ウラマーはこの慣行を擁護し（ただし、願いごとをす

るのはあくまでアッラーに、ではありますが）、他の団体がナフダトゥル＝ウラマーを批判する場合も、この点

についてである場合が多く、法学派のことはそれほど論点になりません。 

アフマド・ハサンがインドネシア以外にも影響をおよぼした場所として、マレーシアのプルリス州があります。

マレーシアのプルリス以外の州では、ムスリム向けの民法やシャリーア裁判所などは、シャーフィイー派に従う

ことが法律で定められていますが、マレー半島北部のプルリス州だけは、特定の法学派には従わない、と定めら

れています。これは、1920 年代にこの州のイスラーム宗教評議会に、アフマド・ハサンの著作を読んで影響を

受けた人がいたからでもあります。アフマド・ハサンの影響だけではなく、サウディアラビアやエジプトからの

影響もありましたが。 

次回は、特定の法学派には従わないイスラーム団体としては東南アジアで最大の、インドネシアのムハンマ

ディヤについて書きたいと思います。。 

（つづく、インシャーアッラー） 

👞 👞 👞 
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『イスラーム革命の本質と目的―大地の解放のカリフ制―』（中田考著２０１２年ムスリム新聞社発行）より 

カリフ国家の諸制度 

統治と行政 

解放党発行 ハサン中田訳 

 

書名『カリフ国家の諸制度／統治と行政』 

発行：解放党 

増補版 

2005／1426 年 

P.O.Box 135190 

 

第１章：カリフ 

カリフ擁立の手続き 

 

 イスラーム聖法がウンマ（ムスリム共同体）にカリフの擁立を義務付けた時、同時にカリフの擁立において採

るべき手続きも定めている。その手続きはクルアーンとスンナと預言者の直弟子たちのコンセンサスにおいて確

定しているのであり、それは忠誠誓約なのである。カリフの擁立は、クルアーンとアッラーの使徒のスンナに則

って、ムスリムたちが彼に対して忠誠を誓うことで成立する。「ムスリムたち」とは、カリフ制が存在している場

合には先代のカリフの治めた民であり、カリフ制が不在である場合にはカリフ制が樹立される地の住人である。 

 統治者擁立手続きが忠誠誓約であることは、ムスリムの使徒に対する忠誠誓約と、イマーム（カリフ）に対す

る忠誠誓約を使徒が我々に命じられたことによって定められている。ムスリムの使徒に対する忠誠誓約は、預言

者としての使徒に対する忠誠誓約ではなく、あくまでも彼の統治に対する忠誠誓約であった。つまりそれは行為

に関する忠誠誓約であり、信仰における忠誠誓約ではなかったのである。彼は統治者として、忠誠を誓われたの

であり、預言者、使徒としてではない。なぜなら彼が預言者であること、使徒であることを認めるのは、信仰で

あり、忠誠誓約ではないからである。忠誠誓約は、国家元首としての彼に対して以外にありえない。 

 忠誠誓約はクルアーンとスンナの中で述べられている。至高なるアッラーは言われた。「預言者よ、おまえの許

に信仰する女が来て、アッラーになにものをも同位とせず、盗みをせず、姦通をせず、子供たちを殺さず、手と

足の間で捏造した虚偽をもたらさず、善においておまえたちが背かないことをおまえたちに誓約したなら、彼女

らと誓約せよ・・・」（60:12）また言われた。「まことにお前に忠誠を誓った者たちは、アッラーに忠誠を誓っ

たのに他ならない。アッラーの御手は彼らの上にある」（48:10） 

 またアル＝ブハーリーはウバーダ・ブン・アル＝サーミトが「我々はアッラーの使徒に対して、好むと好まざ

るとに関わらぬ聴従、権威者の命令に背かないこと、どこにいようとも真理を行い、語ること、アッラーに関し

て謗る者の非難を恐れぬことで、忠誠を誓った」と言ったと伝えている。（注１） 

 またムスリムは以下のハディースを伝えている。 

 「イマームに忠誠を誓い、按手し信義を捧げた者は彼に服従せよ。」（注２） 

 「二人のカリフに忠誠が誓われた場合は、二人のうち後の方を殺せ。」（注３） 

 「イスラエルの民は預言者によって統治されてきた。それで、一人の預言者が亡くなると次の預言者が跡を継

いだ。だが私の後に預言者はもはやいないが、カリフ（後継者）が現れ、それは多数となろう。一人一人順に忠

誠を尽くし、アッラーが彼らに授けられた権限に従え。まことにアッラーは、彼が彼らに何をしたのか、彼らに



15 

 

 

尋ね給う。」（注４） 

 クルアーンとスンナの明文は、カリフ擁立の手続きが忠誠誓約であることを明示している。預言者の直弟子た

ちはそれを理解し、それに倣った。正統カリフの忠誠誓約がその証なのである。 

 

（注１）イスマイール、マーリク、ヤフヤー・ブン・サイード、ウバーダ・ブン・アル＝ワリード、彼の父経由

で伝える。 

（注２）アブドゥッラー・アムル・ブン・アル＝アースが伝えるハディース。 

（注３）アブー・サイード・アル＝フドリーが伝えるハディース。 

（注４）アブー・フライラに５年間仕えたアブー・ハズィムが、いつも預言者がアブー・フライラに言われてい

たと聞いて、と伝えている。 

（続く、インシャーアッラー） 

👞 👞 👞 👞 

↓こちらもおすすめ↓ 

❁田中真知×中田考コラボ小説 

『世界のエリートはみなヤギを飼っていた』 

（https://www.kk-bestsellers.com/series/） 

 

❁カリフラノベ『オレカリ（略称）』＠caliphnovel (Twitter) 
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イスラーム学習３ 
著者アブドル・アジーズ 

訳者：アーイシャ吉成 

監訳：ハビーバ中田香織 

1１．預言者ムハンマド 

（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム：アッラーの祝福と平安が彼にありますように）  

その２ 

 ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）は、25 才になるまでには、その正直さでマッカの町

でよく知られていました。 

 彼は正直で、誠実で、礼儀正しい人でした。 

 人々は彼を尊敬していました。人々は彼を「アル＝アミーン」と呼びました。信頼できる人という意味です。 

 ハディージャはマッカの女商人でした。彼女はとてもお金持ちでした。彼女はよくシリアへ売る品を運ぶため

に人を雇っていました。 

 彼女はムハンマドの誠実なやり方を耳にしました。彼女はムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラ

ム）が正直な性格の人であることを知りました。 

 彼女はある日、彼を呼び、彼女の商品を売るためにシリアへ行ってくれるように頼みました。彼女は、他の人

に支払うよりもっと彼に支払うことを約束しました。 

 ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）は承知しました。ハディージャの召し使いマイサラが

彼を助けるために一緒に行きました。ムハンマドは正直で賢いやり方でハディージャのためにたくさんの利益を

得ました。ムハンマドは持っていたすべてを売り、ハディージャが彼に買うように頼んだものをみな買ってきま

した。 

 マッカへ戻ると、マイサラはハディージャに、旅についてなにもかも話しました。彼は彼女に、ムハンマドが

どんなにやさしかったか、ムハンマドがどんなに正直であったかを話したのです。 

 ハディージャはとても感動しました。ハディージャはマッカのたくさんの高貴な男の人からの結婚の申し込み

を断っていたのですが、ムハンマドとの結婚を決意し、彼は彼女と結婚しました。 

 この結婚は二人にたくさんの幸せをもたらしました。ハディージャには息子たち、そして娘たちが授かりまし

た。彼女は、私たちの預言者ムハンマドのイブラーヒームを除いたすべての子供たちの母です。3 人の息子のほ

か、預言者には 4 人の娘がいました。息子たちは幼くして亡くなりました。 

 4 人の娘たちは１．ザイナブ ２．ルカイヤ ３．ウンム・クルスーム 4．ファーティマです。  

 息子たちは１．アル＝カーシム ２．アブドゥッラー そして、３．イブラーヒームです。 

 アッラーが彼らをみな嘉し給いますように。ハディージャは最も立派な女性でした。 
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作業 

A.欠けている言葉を補いなさい。 

 

１．              は女商人でした。  

 

２．              という召使が預言者の手助けのために一緒に行きました。 

 

３．ムハンマドは正直で賢いやり方で           を得ました。 

  

４．ハディージャは、               女性でした。 

 

５．ハディージャは、             を除いて預言者のすべての子供たちの母親でした。 

  

 

B.質問に答えなさい。 

１．マッカの人々はなぜムハンマドを尊敬したのですか。 

 

２．ハディージャはなぜムハンマドを国外に行かせることにしたのですか。 

 

３．ハディージャはなぜよく男たちを雇っていたのですか。  

 

４．彼女はなぜムハンマドとの結婚を決めたのですか。 

 

５．私たちの預言者の娘たちの名前をあげなさい。 

 

  私たちの預言者には    人の娘がいました。 

 

それは、                         

 

                          です。 

 

６．私たちの預言者の息子たちの名前をあげなさい。 

 

 私たちの預言者には        人の息子がいました。 

 

 それは、                                    

です。 

👞 👞 👞 👞 👞 
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📚 おすすめ読み物 

 

📕『バルカンー「ヨーロッパの火薬庫」の歴史』マーク・マゾワー著、井上廣美訳、中央公論新社 

 

 オスマン帝国末期から、現代にいたるまでの、「バルカン」と呼ばれる地域を考察したものでした。その地域に

住む人々は、アイデンティティを宗教によって定めることから、民族によって定めるように、意識が変化して行

きました。自分というものの形成の仕方の変化と、帝国から民族自決を基にした国民国家への移行が同時期に起

きたということが面白い発見でした。「個人による自制」という思想を強調するようになったのもこの頃だそう

です。国民国家から、ふたたび変化を見せ始めたかのような現代で、これから人はどのようにして自分を定める

のでしょうか。 

 

 

📕 中田考監修、中田香織著、山本直輝序文『やさしい神さまのお話』、百万年書房 

 今月、気になった一文はこちら。 

 56.愛の人と崇拝行為の人（その 1） 

 神さまに喜んでいただくために神さまに仕えること、つまり、いっしょうけんめい神さまに命じられたことを

おこない、禁じられたことを遠ざけることは、すべて見返りのためのものです。 

（142 頁） 

 

 現世での恵みと、来世での楽園を望むことは、アッラー以外のものを望むことです。アッラーは、わたしたち

がこの世で良いことがなせるように、そして、悪いことをしないですむように、ご褒美をつくってくださいまし

た。これをすればこのご褒美がもらえる、ということが、とてもはっきりと信じられているうちは、このご褒美

作戦はとても効果があります。けれど、私たちの目は曇り、遠いご褒美よりも、目の前にある甘美さに飛びつい

てしまいがちです。アーイシャ（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承があります。「彼女は言った。私

は、『アッラーの使徒よ、差し出したものを差し出し（喜捨をして）、心が怯える（23:60）［第 23 章［信仰者］

60 節から］者たちは、盗みを働き、姦通を犯し、ワインを飲みますか。』と尋ねた。彼はおっしゃった。『いい

え。ですが、断食をし、礼拝をし、喜捨をしていて、けれど、それが、かれ（アッラー）から受け入れられてい

ないと懼れている者は（ありえます）。』」 

善行をしたら、神さまがかならずそれに報いてくださると、信じることは神さまの寛大さを信じていることの

証です。神さまの優しさへ確信するきっかけとしてご褒美はあるのかもしれません。 
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お手紙 

 

アッサラームアライクム（みなさんに平安がありますように） 

みなさん、お元気でお過ごしでしょうか。ラマダーン月が終わり、シャウワール月になりましたね。ラマダー

ン月に、あまりに家に閉じこもっていたので、シャウワール月は、ふらふらと散歩をしに出掛けています。暑く

もなく、寒くもなく、木の葉や草が生い茂ってとても元気そうなのを見ると、私の心もうれしくなってくるので、

そういった木の下の道を歩いています。そうすると、生い茂った木の中や草の中に、小鳥やカラスや鳩などたく

さんの鳥がいて、あっちこっちからチュンチュンとかカーカーとか鳴き声が聞こえてきます。どこにいるのかな

と探しながら散歩するのも楽しいです。 

アフガニスタンで、女性にブルカの着用の義務化が進んでいるそうですが、私個人としてはブルカを被って外

を歩ける社会はうらやましいです。サウジやエジプトなどでは顔を隠して歩いていても、それほど奇異な目で見

られることはないのかもしれませんが、日本で顔を全部隠して家の外をあるくとずいぶんひんしゅくを買ってし

まい、法的には顔を隠して外を歩くことは禁じられてはいませんが、心理的にそれで道を歩くことは難しいです

よね、きっと。コロナでマスクをして外を歩くことが普通になり、マスクをしているとじぶんの顔が人によく分

からないだろうし、表情も見えにくいので、表情を家の外であまり作らなくてよくて楽でした。ブルカを被れば、

自分がどんな顔なのか、どんな体型なのか、隠したいものが隠せるし、他人と自分の体を比べることも少なくな

って、精神的に楽な面もあるのではないでしょうか。ただ暑い日はブルカをつけていると、とても暑いのかもし

れませんから、そういう日はブルカを被らずに出かけられると楽ですね。ブルカを被っていても、被っていなく

てもどっちでもいい社会が生活しやすいですね。とは言っても、服を着ても、着なくても、外を歩いていい社会

になったら、ちょっと外を歩きづらい社会になって、生活しづらいですね。自由で、そうであっても、またはそ

うでなくてもいいことには、限界があるみたいです。国際世論的にブルカの義務化に対して批判的なのは、国際

社会に対して意見を強く言える国々にとって、あってもなくてもよい範囲にブルカが当てはまるからなんでしょ

うね。日本では、ブルカは被っても被らなくてもそんなに不便はないので、好きで被っている分には批判的な目

であまりみられることがなければ、住みやすいですね。今月の本でご紹介した『バルカン』のなかで、国民国家

が形成される以前は、土地の支配者による税金政策が気に入らない農民は別の場所に逃げてしまったという話が

ありました。もしその地域の支配者の政策が気に入らなければ、自分にあった決まり事で運営される、どこかよ

その場所に自由に逃げることが出来ればいいですね。 

今月のクルアーン解説では、楽園の描写がでてきました。この世では、便秘や胃の調子の悪いことで、悩んだ

り、年を取って来ると加齢臭で口の匂いが気になってきたりしますよね。でも来世では、便秘もなく、口の匂い

も汗のにおいもとってもいい香りになるんですよね。美しい女性が二人も配偶者として娶れるようですが、私は

その点はあまり楽しみではありません。火獄は痛いし苦しいしとても嫌なところなので、アッラーが私たちを楽

園に入れてくださいますように。アーミン。 

 ワアライクムッサラームワバラカートフ（みなさんにアッラーの平安と恩寵がありますように） 

アーリファ 


