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西暦２０１７年 １２月２０日 

ヒジュラ暦１４３９年 ラビーウル・アーヒラ 

３０１号 

【はじめに】 

アッサラームアライクム（皆様に平安がありますように）。 

「ムスリム新聞」をダウンロードしていただき、ありがとうございます。 

 

編集補佐の住む愛知県も寒くなってきて、先日は、青く晴れた空に風花が舞っていまし

た。（私が生まれ育った暖かい地方では「風花」という言葉は普通に使われるのですが、

雪が普通に振る地方ではあまり使われない言葉だと最近知りました。） 

 

これからさらに寒さが増してきますので、皆さまも、風邪など召されませんよう、どう

ぞご自愛ください。 

今後とも、ムスリム新聞をよろしくお願いいたします。 

編集補佐（ムジャーヒド） 
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クルアーン解説 

                                       訳 アーリファ松山朋子 

第４１章［解説された］４４、４５節（１１） 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

またもしわれらがそれを外国語のクルアーンとなしていれば、彼らは言ったであろう。

「その諸々の徴が解説されなかったのはなぜか。外国語で、アラブ人がか」。言え、「そ

れは、信仰する者たちには導きであり、癒しである。一方、信仰しない者たち、彼らの

耳には聾があり、それは彼らには盲目である。それらの者、彼らは遠い場所から呼び掛

けられている」。（４１：４４） 

そして確かにわれらはムーサーに啓典を授けたが、それについては分裂があった。そ

してもしおまえの主からの御言葉が先行していなければ、彼らの間は裁決されていたで

あろう。そしてまことに、彼らはそれについて訝しむ疑念のうちにある。（４１：４５） 

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・アル＝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・アル＝ディーン・アル＝スユーティー（ヒジュラ暦９

１１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。） 

★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（Latā’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」はすべてアッラーのことです。 

 

またもしわれらがそれを外国語のクルアーンとなしていれば、彼らは言ったであろう。「その

諸々の徴が解説されなかったのはなぜか。外国語で、アラブ人がか」。言え、「それは、信仰する

者たちには導きであり、癒しである。一方、信仰しない者たち、彼らの耳には聾があり、それは

彼らには盲目である。それらの者、彼らは遠い場所から呼び掛けられている」。（４１：４４） 

 

★ジャラーライン 

『もしわれらがそれを・・・となしていれば』つまり（『それ』は）「訓戒」です。 

『徴が解説され（なかったのか）』つまり、「われらがそれを理解できるように説明され（なかっ

たのか）」。 

『外国語で、アラブ人がか。』つまり、「クルアーンが（『外国語で』）、預言者が（『アラブ人』）

なのか」。 
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『・・・なかったのはなぜか』『law lā』は否定疑問詞「hallā」の意味です。 

『’a ’a‘jamiyyun（外国語で・・・か）』彼らを非難する疑問文です。 

 （２つめの）ハムザ（’a）をはっきり読む読誦法、またはそれ（ハムザ）を（長母音）アリフ

に変えてイシュバーゥ（伸ばす長さをいつもより長くする）を伴って読む、また、イシュバーゥ

に伴わず読む読誦とあります。 

（訳者注：ジャラーラインは、読誦法として「ワルシュとナーフィウ」を採用しています。ハフ

スが伝えるアースィムの読誦法の場合、二つ目のハムザを一つ目より弱い音にして読みます。） 

『導き』過ちからの。 

『癒し』無知からの。 

『彼らの耳には聾があり』（『聾』は）難聴です。それで彼らは、聞きません。 

『それは彼らには盲目である』それゆえに、彼らは理解しません。 

『彼らは遠い場所から呼び掛けられている』彼らは、まるで遠い場所から呼び掛けられている者

のようで、彼は彼に呼び掛けられていることを聞かず、理解しません。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なる御方かな）は、クルアーンそしてその優雅さ、雄弁さ、技術の高さ ―それな

のに多神教徒はそれを信じませんでしたが― について仰せになりました。 

またかれは、彼らの不信仰が頑固さと強情さ（ゆえ）の不信仰である、とお知らせになりまし

た。同様に、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は仰せになっています。『また、たとえわれら

がそれを異邦人たちの一部の者たちに垂示し、彼がそれを彼らに読み聞かせたとしても、彼らは

それを信じなかったであろう』（第２６章［詩人たち］１９８，１９９節）。 

 もしクルアーンがすべて、アラビア語ではない言語で下されたとしたら、彼らはそのように頑

固頑迷な風を呈して、『その諸々の徴が解説されなかったのはなぜか。外国語で、アラブ人がか』

と言ったことでしょう。つまり、「彼らは言ったであろう。『なぜそれはアラビア語で解説された

ものとして啓示されなかったのか』また、彼らがそれを拒絶したゆえに、彼らは言ったであろう。

『外国語で、アラブ人がか』つまり『その言語を理解しないアラビア語話者に、どうやって外国

の言葉が啓示されるのか』と」。このような意味は、イブン・アッバース、ムジャーヒド、イク

リマ、サイード・ブン＝ジュバイル、ア・ッスッディーなどから伝わりました。 

 次いで、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は『言え、「それは、信仰する者たちには導きで

あり、癒しである」』と仰せになりました。つまり、「ムハンマドよ、言え。『このクルアーンは、

それを信じた者にとっては、彼の心への導きであり、胸の内にあるさまざまな疑念や疑惑への癒

しである』と」 

 『一方、信仰しない者たち、彼らの耳には聾があり』 つまり、その（クルアーンの）中にあ

るものを彼らは理解しません。 

 『それは彼らには盲目である』つまり、彼らはその（クルアーンの）中にあるさまざまな明証



 

4 

へ導かれませんでした。同様に、かれ（超越せし至高なる御方かな）は『そしてわれらはクルア

ーンから、信仰者たちにとって治癒であり慈悲であるものを垂示する。だが、不正な者たちには

それは損失を増やすばかりである』（第１７章［夜行］８２節）と仰せになりました。 

『それらの者、彼らは遠い場所から呼び掛けられている』ムジャーヒドによると、「この意味は、

彼らの心から遠い場所から、ということである」。イブン・ジャリールによると、「この意味は、

彼らに話し掛けている者は、まるで遠い場所から彼らに呼び掛けているかのようで、彼らはその

者が言ったことを理解しない、ということである」。このことは、かれ（至高なるかな）の御言

葉『そして信仰を拒む者の譬えは、ちょうど呼び声と叫び声しか聞き取れない者に呼びかける者

のようなもの。聾で啞で盲で、彼らは理解することができない』（第２章［雌牛］１７１節）と

同様です。 

 

★クシャイリー  

 宣教の誠と聖法の真正さを知ることを望んだ者に、アッラーは欠落（‘illah）を禁じ給われたこ

とを、かれは知らせ給いました。 

 次に、啓典が信仰者にとっては癒しであり、不信仰者たちにとっては不幸の原因（sabab）で

あるということにおいて、かれはそれを称え給いました。 

 ある説明によると、それは、それによって学者たちが考えて苦労することや色々な思い付きに

よる混乱から解き放たれることができるため、彼らへの癒しです。 

また別の説明によると、それは、その読誦に楽しみが、またそれについて考えることに喜びが

あるために、（道を）志す者たちの胸の狭まりへの癒しです。 

また別の説明によると、それは、湧き起こるもの（mawājīd）の親密さをそれが伴うために、

激しく焦がれる欲望からの、愛する者たちの心への癒しです。 

また別の説明によると、それは、智者たちの心に継続して訪れる実現（taḥqīq）の光、そして

誉れ高き主の会話の痕跡ゆえに、彼らの心への癒しです。 

『一方、信仰しない者たち、彼らの耳には聾があり』彼らはけっして真実なる御方について、彼

らの心で聞かず、応えません。彼らは拒絶と無知の暗闇に留まりました。 

『それは彼らには盲目である』彼らはただ迷走の日々を過ごすだけです。 

 

そして確かにわれらはムーサーに啓典を授けたが、それについては分裂があった。そしてもし

おまえの主からの御言葉が先行していなければ、彼らの間は裁決されていたであろう。そしてま

ことに、彼らはそれについて訝しむ疑念のうちにある。（４１：４５） 

 

★ジャラーライン 

『われらはムーサーに啓典を授けた』（『啓典』とは、）「トーラー」です。 

『それについては分裂があった』クルアーンにおいて分裂があると同様に、それを真実と認める
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ことと、それを虚偽だと見做すことにおいて。 

『もしおまえの主からの御言葉が先行していなければ』被造物への清算と報いを復活の日まで遅

らすことについて。 

『彼らの間は裁決されていたであろう』彼らがそのことで分裂していたことについて、現世で（裁

決されていた）。 

『まことに、彼らは』嘘つき呼ばわりした者たちは。 

『訝しむ疑念のうちにある』疑念のうちに留まる。 

 

★イブン・カスィール 

かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『そして確かにわれらはムーサーに啓典を授け

たが、それについては分裂があった』つまり、（ムーサーは）虚偽と見做され、害を与えられま

した。（かれは仰せになりました。）『それゆえ、忍耐せよ、使徒たちで決意を持った者たちが忍

耐したように』（第４６章［砂丘］３５節） 

『もしおまえの主からの御言葉が先行していなければ』つまり、「約束の日まで清算を遅らせ給

うことを」。 

『彼らの間は裁決されていたであろう』つまり、「彼らに懲罰急がれたであろう、しかしそうで

はなく、彼らには約束の日がある。（その日）彼らはかれ（アッラー）以外に庇護者を見つける

ことがない」。 

『そしてまことに、彼らはそれについて訝しむ疑念のうちにある』つまり、「彼らが彼を嘘つき

呼ばわりすることは、彼らが言ったことについての彼らの理解からくるものではなかった。そう

ではなく、彼らが言ったことをよく調べもせず、彼らが言ったことにおいて彼らは疑いを持つ者

たちであった」これは、イブン・ジャリールの解釈でもあり、適当な解釈です。 

アッラーが最もよく御存知であらせられます。 

 

★クシャイリー 

 「われらは、（預言者）ムーサーに（聖典）トーラーを授け、彼を彼の民に遣わしたが、彼ら

は彼において分裂した。われらが、心奥を唯一神信仰の光で色をつけた者は、彼（ムーサー）を

真実であると認めた。そして、われが明証である出来事から盲目にした者は、嘘つき呼ばわりす

ることによって彼と対峙し、彼を拒絶した」 

『もしおまえの主からの御言葉が先行していなければ』それ（御言葉）の内容は、「火獄での彼

らの懲罰が、復活の日がやってきた後である」ということです。「（『もし・・・先行していなけ

れば』）そうであるならば、われらは、彼らの消滅を急ぎ、すぐに彼らに、彼らの行いの醜悪な

結果を味あわせたであろう」 

 

続く、インシャーアッラー。 
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見てみようアラビア語 

クルアーン第４１章４５節 

 

ِكتَابَۡل ۡٱنَاُۡموَسىَۡءاتَيۡ َۡولَقَدۡ   
（意訳）確かにかつて、われらはムーサーに啓典を授けた 

َۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡولَقَدۡ ۡۡ←ۡقَدۡ     +َلۡۡۡ  +َوۡۡ  
                   （助詞）    （強調）   （接続詞） 

          確かにかつて    かつて     たしかに  そして 

ِكتَابَۡل ۡٱنَاُۡۡۡۡۡۡموَسىَۡۡۡۡۡۡءاتَيۡ   
       （名詞）       （名詞）    （動詞） 

        啓典        ムーサー     われらは授けた 

 

 

 

“アル＝ジャラーライン”とは？ 

（日本語の『タフスィール・アル＝ジャラーライン』第１巻を参照ください） 

  
 الجاللين

 

「アル＝ジャラーライン」はアラビア語で、上のように書きます。直訳すると、「２人のジャラ

ール」です。２人のジャラールとは、ジャラール・アル＝ディーン・アル＝マハッリーと、ジャ

ラール・アル＝ディーン・アル＝スユーティーです。 

 アル＝マハッリーは、本名がムハンマド・ブン・アフマドで、１３８９年エジプトのカイロに

生まれ、１４５９年にカイロでなくなりました。 

 アル＝スユーティーは、本名がアブドゥッラフマーン・ブン・アビー・バクルで、１４４５年

エジプトのカイロで生まれ、１５０５年カイロでなくなりました。 

 二人ともシャーフィイー派の法学者です。 

 『タフスィール・アル＝ジャラーライン』は、第１章、そして第１８章から第１１４章までを

アル＝マハッリーが、第２章から第１７章までをアル＝スユーティーが書きました。 
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『宗教諸学の再興・要約』（第 1４回） 

                               著アブー・ハーミド・ガザーリー  

訳 アスアド木村風雅 

 

＜ ＞はアッラーの御言葉、（（ ））は預言者ムハンマドの言葉 

クルアーンの訳出にあたっては、中田考監修『日亜対訳 クルアーン』（作品社 2014）を参照した。 

第 3 部「清め（タハーラ）の秘儀について」 第１章 儀礼上の不浄（ḥadath）の清め 

ウドゥーゥ（清め）の様式 

【その２】 

 

 次に、両手を肘まで三回洗う。そして、印章付きの指輪を（中に水が入るように）動かし、（審判の日に）白

く輝く場所を広げる。（賞賛に値する性質に対する）飾り立ては、ウドゥーゥをした場所に及ぶと伝えられてい

る。（ウドゥーゥは）右手（右腕）からはじめ、その時以下のように唱える。「アッラーよ、私の右手に私の書

（現世での行為の帳簿）を渡してください。そして、精算を易しくしてください」。左手（左腕）を洗うときには、

以下のように唱える。「アッラーよ、私は、左手、もしくは背後から帳簿を渡されることからの加護をあなたに

求める」。 

 

 次に、以下のようにして、頭を十分に拭う。両手を濡らし、右手の指の先と左手の指の先をくっつけ、前頭

部に指を置き、うなじまで指を通し、再び前に指を返す。同様のことを三度繰り返し、以下のように唱える。

「アッラーよ、あなたの慈悲によって私を覆ってください。またあなたの祝福を私に下してください。そして、あ

なたの陰以外に、陰というものがない日、あなたの玉座の下で、私を陰で覆ってください」。 

 

 次に、新しい水で両耳の表面と内側を拭う。その際、両手の人差し指を外耳道に差し込み、両耳の表面で

両手の親指を回す。次いで、補足として、（湿った）両掌を両耳に当てる。そしてそれ（耳の洗浄）を三回繰り

返す。次いで、以下のように唱える。「アッラーよ、私を、（あなたの）御声に耳を傾けさせ、最善の御声に従う

者の一人にしてください。アッラーよ、篤信者と共に、私に楽園に呼ばわる者の声を聞かせてください」。 

次いで、以下の預言者の言葉のゆえに、首を拭う。預言者は言った。（（首を拭うことで、復活の日の首枷

から守られる。））そして、以下のように三回唱える。「アッラーよ、私の首を業火からお守りください」。（最後

に、）以下のように唱える。「私はあなた（アッラー）に、諸々の鎖や首枷からの守護を求めます」。 

 

続く、インシャーアッラー 
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東南アジアのシャーフィイー派 第 1３ 回 

―東南アジアのシャーフィイー派の現在― 

  

塩崎悠輝  

 

前回は、イスラームの長い歴史の中で学問の中心地の一つであったエジプトが、20世紀になって東南アジア

の学生を多数ひきつけるようになったことについて書きました。特に 1960年代以降、カイロのアズハルが大学

として整備され、マレーシアやインドネシアからの学生が常に数千人学んでいるようになっていきました。東南

アジアからアズハル大学への留学生が増えていった理由は、一つには東南アジアで必要とされるシャーフィイー

派の法学がきちんと学べる場所であること、もう一つはエジプトで盛んになっていったイスラーム思想、雑誌『ア

ル＝マナール』を出版していたグループやムスリム同胞団が東南アジアでも人気を集めるようになっていたとい

うことがあります。 

東南アジアでシャーフィイー派が必要とされる、ということは、具体的には、まず学校の先生、モスクのイマ

ーム、役所で働く場合でもシャーフィイー派の法学の素養が必要になる、もしくはあった方がよい、ということ

です。大学を含め、小学校や中学、高校でもフィクフの授業があり、まずシャーフィイー派の学説を教えること

が求められます。モスクのイマームであっても、地域の住民から礼拝のやり方やザカートの支払い方、等々のイ

バーダについての質問を受けることが日常的にありますから、その場合でもシャーフィイー派の法学の知識が必

要になります。聞く方も先祖代々シャーフィイー派でやってきているわけですから、シャーフィイー派ではどう

なのか、ということは知りたがる場合が多いです。役所に勤める場合でも宗教関係の役所だと、ムフティー（教

義回答官）、カーディー（結婚の手続きなどを担当する法官）、シャリーア裁判所の裁判官などもシャーフィー派

の学説に基づいて仕事します。ですから、たとえ本人はシャーフィイー派以外の学説に従っていても、仕事で求

められるのでシャーフィイー派の法学を勉強しておいた方がいい、ということがあります。 

個人としてはシャーフィイー派以外の学説に従っている、というのは、ハナフィー派のような他の伝統的な法

学派に従っている場合もありますが、それよりも多いのは、特定の法学派に従うのではなく、クルアーンとハデ

ィースから直接判断するいわゆるサラフィーの方法をとる人々、それから複数の法学派の学説を参照して状況に

応じて判断するという方法（タルフィーク）をとる人々です。シャーフィイー派の学説に従う（タクリード）以

外の方法は東南アジアには 20世紀の初めに入ってきて、イスラーム世界の他の地域同様、20世紀を通して現在

に至るまで増え続けてきています。シャーフィイー派へのタクリード以外の方法をとる人々は、新しい集団（マ

レー語でカウム・ムダ）と呼ばれ、伝統的なシャーフィイー派（古い集団＝カウム・トゥアと呼ばれた）の人々

と対立し、論争を繰り広げました。 

カウム・ムダと呼ばれた人たちは内実は多様な潮流が合わせてそう呼ばれたものであり、18世紀や 19世紀に

中東やインドで起こった新たな運動が 20世紀になって東南アジアに伝わってきて、「新しい集団」と呼ばれまし

た。具体的には、以下のような人たちがいました。 

1） シンガポールで雑誌『アル＝イマーム』（1906～1909年）を発行していたグループ 
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エジプトに行ってレバノン人のラシード・リダーたちが出していた雑誌『アル＝マナール』の影響を受けて

同じような内容の雑誌を出し、東南アジア一円で支持者を得ました。 

2） サウディアラビアのワッハーブ派（18世紀にサウード家と提携してアラビア半島に勢力を広げたサラフィー

思想を持つ集団）と接触をもった人々 

3） インドネシアのバンドゥン市で活動していたアフマド・ハサンのグループ 

独自にイブン・タイミーヤから影響を受けてサラフィー的方法による法学を広めました。 

4） インドのデーオバンド派の影響を受けた人々 

インドのデーオバンド市にあるダールル＝ウルーム学院から広まり、東南アジアに移住してきたインド人ム

スリムから広まり、東南アジアからデーオバンドやカラチへ留学する人々が増えていきました。サラフィー

的方法というよりタルフィークの方法をよく用います。タブリーギー・ジャマアトの運動と近い関係にあり

ます。 

 こういった「カウム・ムダ」と呼ばれる人々が増え続けていったわけですが、伝統的なシャーフィイー派との

争点といっても、礼拝を始める時のニーヤ（意図）を声に出して言った方がいいのか、心で思うだけでも同じな

のか、といったことや、トカゲを食べてもいいのか、とか、ある意味で、犠牲を払ってまで争うほどの大きな違

いではなかったといえます。20世紀になって、イスラームをあからさまに否定する考え方や世俗的な価値観が

現れた後から見ると、わずかな考えの違いはあっても、誠実なムスリム同士なら仲良くすればよいのではないか

とも思えます。サラフィー的な思想と伝統的な法学派の対立というのは今日まで続いていることですが、ムスリ

ムのウンマにとってより大きな脅威はもっと他にもあるという状況では、それほどこだわらねばならない違いで

はないといえます。ましてや日本のようなともかくもムスリムとして生きることだけでも貴重な社会にあっては、

わずかな違いでいがみ合うなどは無駄なことと思えます。 

次回から、日本と同じくムスリムがマイノリティとして生きているタイにおけるシャーフィイー派について書

いていきたいと思います。タイのムスリム社会は今やマイノリティの立場に追いやられましたが、特に南部のパ

ターニーは歴史的には学問の中心地、シャーフィイー派の法学をはじめ、イスラームを学ぶ人々が集まるところ

でした。 

 

続く、インシャーアッラー。 
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慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

 

イスラームの風 NASIM ISLAM 

著：イーマーン・アル＝キッル先生 

訳：ダマスカス留学生有志 

【５本の柱を実現するためには？】 
  

これまで、イスラームの５本の柱（訳注：６信５行の、５行。以前の投稿参照）について学び、それらがイス

ラームの全てではなく、その上にイスラームが依
よ

って立つ重要な基礎となる柱であることを述べました。 

人がこの５本の柱を正しく実行すれば、自分の人格のうちに「真のイスラーム」を体現させる助けになります。

しかし、もしその実行に問題がある場合、「真のイスラーム」の実現は難しくなります。 

この５本の柱を実行する上で重要な２つのポイントがあります： 

１．各柱を実行する上で必要な条件や義務を満たす事 

  つまり、聖クルアーンと使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の教えに従い、5 本の柱を実行する

事です。例えば、礼拝には、礼拝が成立する為の条件や、行わなければならない義務の事項がありますし、喜捨

や斎戒なども、また然
しか

りです。 

イスラーム学者たちは、この５本の柱を含む様々な決まりの、正しい実行の仕方に関するクルアーンの節やハデ
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ィースを収集し、それらを詳細に解説した本を書きました。それが、現在、イスラーム書籍の棚を埋めている膨

大な「イスラーム法学書」です。 

法学書を読む際に気を付けて頂きたいのは、「一人で読まない」という事です。イスラーム法学に通 暁
つうぎょう

した法学

者の指導のもとに読み進める必要があります。なぜなら、専門の学者に解説してもらわなければ理解できない点

が多々あるからです。 

    

２．ただアッラーのご満悦
まんえつ

のみを求めて行う事（イフラース） 

  イフラースは、ムスリムの全ての行いにおいて求められます。その意味は、善行をアッラーの為だけに行う

事です。ムスリムは自分の行いにより、主のご満悦だけを求めます。 

至高なるアッラーは仰いました：｛また彼らに（諸命令が）命じられたのは、ただ彼らが、信仰を専ら
もっぱら

アッラー

に捧げて、かれに仕える為・・・。｝【明証章：５】 

 また 仰
おっしゃ

いました：｛言え、「私は、宗教を専らアッラーに捧げて、かれに仕えるよう命じられました」。｝【集

団章：11】 

イフラースは、善行がアッラーに受け入れられる鍵です。ですから、イフラースが無ければ、どんな善行も受

け入れられず、褒賞もありません。 

イフラースの現れ方にはいくつかの形があります。例えば： 

①ムスリムは、自分の行いから、至高なる主のご満悦しか求めません。 

 ですから、もし他の目的が混じると、その行いは受け入れられません。例えば、商人が人脈を広げ商売を成功

させるためにモスクの集団礼拝に参加した場合、又、他人に対し優越感を得ようと知識を求める場合などです。

この様に、「至高なるアッラーのご満悦」以外のニイヤ（意思）は、その行いに対するアッラーの許での褒賞を

台無しにしてしまいます。なぜなら、かれは、私たちが宗教を純粋にかれだけに捧げて、かれを崇拝することを

お命じになっているからです。 

②ムスリムは、自分とその主の間の秘密となるように、自分の善行を隠します 

 ですから、自分の善行をご存知なのは、創造主であるアッラーのみになります。大勢のムスリムがする行いで、

表面的には同じ形に見える行動でも、各自がその実行に費やす苦労により、そこから得られる褒賞は千差万別で

す。例えば、ラマダーン月には、ムスリムたちは皆、暁（ファジュル）から日没（マグリブ）迄断食をしますが、

そこから各自が得る褒賞は均一ではありません。空腹やのどの渇き、疲労などを大っぴらに訴える者と、自己を

鍛え何事も無いように、アッラーのご満悦だけを求め断食に耐える者とは同一ではありません。 

  イフラースは、イスラームにおける様々な行いの「秘密」を握っています。ですからその一つ一つの行いを

説明する際に、それぞれにおけるイフラースの意味と重要性を説明していきましょう、インシャーアッラー。 

 

～～～ 

クルアーン訳：参考文献 

ー「日亜対訳 注解 聖クルアーン」日本ムスリム協会  

ー「訳解 クルアーン」中田・下村訳 

★この記事は、Facebook グループ「イスラームの風」にも掲載されています。「いいね」を押して応援していた

だけると嬉しいです。http://bit.ly/2vwB9bx  

http://bit.ly/2vwB9bx
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【クルアーン無料レッスンのお知らせ】 

 

アッサラーム アライクム ワ ラフマトゥッラーヒ ワ バラカートゥフ               

まだアラビア語でクルアーンを読んだことがない方に朗報です！スカイプや Facebook、ライン、ワッツアップ

などのオンラインの音声チャットによる、プライベートレッスンに無料でご参加いただけます。                                   

★日時：一対一のプライベートレッスンなので、ご自分のペースで始められます。 

時間帯・頻度については先生とご相談の上決めていただけます。(使用言語：日本語) 

土日、平日、朝、夜、昼間、週何回、いろいろ対応可能。 

一回 10 分くらいからのすき間時間でもステップアップ可。 

 

★参加費：無料                       

 

★対象：以下の項目に一つ以上当てはまる方（ムスリマ女性限定） 

・アラビア文字は一文字も読んだことがない 

・美しいアラビア語の発音を身に付けたい 

・クルアーンを詠んで、胸の中にある病を治したい 

・まとまった時間はとれないので、ちょっとした隙間時間でうまくなりたい 

・クルアーンをもっとスラスラ読めるようになりたい 

・預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の読み方、タジュウィード(クルアーン読誦法)を身に付けた

い 

・アッラーからの導きと慈悲を受けとりたい 

・自分のペースで、少しづつアラビア文字を覚えたい 

・もっと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の読み方に近づきたい 

クルアーン｛人々よ、あなた方の主から確かに勧告が下された、これは胸の中にある（病）を癒し、又信者に対

する導きであり慈悲である。...」｝［ユーヌス章：57-58］                                   

★申込み方法：welove.allah@hotmail.com 宛に、件名を「レッスン希望」として、メールをお送りください。

折り返し、先生の方から返信をお送りします、インシャーアッラー。 

 

アッラーが、私たちの人生を、クルアーンで飾ってくださいますように 

ワッサラーム アライクム ワ ラフマトゥッラーヒ ワ バラカートゥフ 

ダマスカス留学生有志 

 

 

mailto:welove.allah@hotmail.com
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【編集後記】 

 アッサラームアライクム（あなたに平安がありますように） 

 今月も最後まで新聞をお読みいただきありがとうございました。 

 １２月に入り、まだまだ寒い冬が続きます。いろいろな原因で寒い生活をされている方々にアッラーのご加護

がありますように。 

３カ月くらい前から、１か月に２回くらい、クルアーンの解説書である日本語の『ジャラーラインの解説書』

を、近所のムスリマさんのお宅に集まって何人かで読んでいます。クルアーンの一節（アーヤ）の意味をゆっく

り読んで考え、その節の意味について意見を交換し合って、一節（アーヤ）一節を大切に味わっています。今月

の、クルアーン解説の４１章４４節にも「クルアーンは信者にとっての癒しである」とありましたが、他のムス

リムの方とクルアーンの言葉に触れる時間が持つことができ、アッラーからの大きな恵みを感じます。 

 預言者の言葉に、「ほんとうに、このクルアーンは悲しみと共に啓示された、それゆえあなたがたがそれを読

誦する時には、泣きなさい。もし泣けなかったならば、泣こうとしなさい」（イブン・マージャが伝えるハディ

ース）というのがあります。クルアーンを読んだだけで涙がでてくる、そのようになれるといいです。アーミン。 

ワッサラーム アライクム ワラフマトゥッラーヒ ワバラカートゥフ（そして、あなたに平安とアッラーの

ご慈悲とかれの恵みがありますように。） 

アーリファ松山 

☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ ☽ 

〖ヌーフイブラヒム男爵のつぶやき〗 

「ローマ皇帝ネロが、子供に早く寝ろって言ってます

(⌒▽⌒)」 


