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西暦２０１７年 １０月２２日 

ヒジュラ暦１４３９年 サファル 

２９９号 

【みなさまへのご挨拶】 

アッサラームアライクム（皆様に平安がありますように）。そして、はじめまして。 

「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。 

1992年に創刊されたムスリム新聞は、これまで、読者の皆様の寄付によって、紙媒体

で作成・配布していました。今までご愛顧くださった皆様に、深く御礼申し上げます。

時代や状況の変化により、今年、紙媒体での作成を継続することを断念し、今号より、

ネット上で公開する形で、発行を続ける運びとなりました。 

個人で作成しているため、発行の遅れや、不出来な点もあるかもしれませんが、どう

ぞ、あたたかい目でお見守りいただければ幸いです。 

今後とも、ムスリム新聞をよろしくお願いいたします。 
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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］３７～３９節（９） 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

また、かれの諸々の徴のうちに、夜と昼、太陽と月がある。太陽にも月にも跪拝してはなら

ない。それらを創り給うたアッラーに跪拝せよ。もし、おまえたちがかれにこそ仕えるのであ

れば。（４１：３７） 

それでたとえ彼らが思い上がっても、おまえの主の御許にいる者たちは夜も昼もかれに賛

美を捧げ、彼らは倦むことがない。（４１：３８） 

また、かれの諸々の徴のうちに、おまえが大地を委縮していると見るが、われらがそこに水

を下すと、身震いし、盛り上がったことがある。まことに、それを生き返られせ給う御方であ

る。まことに、かれはあらゆるものに対して全能な御方。（４１：３９） 

★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９１

１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、かれの諸々の徴のうちに、夜と昼、太陽と月がある。太陽にも月にも跪拝してはならな

い。それらを創り給うたアッラーに跪拝せよ。もし、おまえたちがかれにこそ仕えるのであれば。

（４１：３７） 

★ジャラーライン 

 『それらを創り給うた』それら４つの印を。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なるかな）は、かれの被造物（人間）に向かって、偉大なるかれの御力を喚起

し給いました。 

また、かれこそはかれに同等のものはなく、かれが望み給うたものに対して全能な御方であら

せられることを、かれは教えてくださいました。 

 『かれの諸々の徴のうちに、夜と昼、太陽と月がある』つまり、「まことにかれは夜を暗闇と

共に創造し、昼を射光と共に創造し給うた。それら二つは、決して弱まることなく、継続する。

また、かれは太陽をその光とその放射と共に創造し、月をその射光と共に創造し、そして月の軌

道を定め、天空に月の運行を多様になし給うた。それで、月の運行と太陽の運行の多様性によっ
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て夜昼の区分が知られ、週・月・年のまとまりが知られ、それによって、法による解決（ḥulūl al-

ḥqūq）が分かり、崇拝儀礼（イバーダート）と対人関連法（ムアーマラート）の時間が明らかと

なった」。 

 太陽と月の姿形は、最上界と最下界で観られるもののなかで最も優れているがゆえに、アッラ

ー（至高なるかな）は、それらがかれの支配下と指揮下にあり、かれのしもべたちに含まれるい

ちしもべであり且つ被造物であることを思い起こさせ、『太陽にも月にも跪拝してはならない。

それらを創り給うたアッラーに跪拝せよ。もし、おまえたちが彼にこそ仕えるのであれば』と仰

せになりました。つまり、「アッラーは、かれに他のものを並び立てることを、けっして赦し給

わず、かれ以外のものへの崇拝と、かれへ崇拝を共に為すことは、おまえたちに得とはならない」

ということです。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは、さまざまな徴を明らかとし、証拠をしめし、（それらと）関係を結ぶことを欲す

る者たちの理由を取り除き給いました。夜昼の交代、太陽と月の回転は、かれの御力の象徴、か

れの唯一性（タウヒード）の証拠の一部です。 

『太陽にも月にも跪拝してはならない』つまり、「太陽が高く昇っているときに、それに跪拝し

てはならない、また月が輝いているときに、それに跪拝してはならない」。 

『アッラーに跪拝せよ』つまり、「アッラーは、かれ以外のものへのおまえの跪拝について、お

まえにはげしく嫌悪し給うた。それで、太陽が、それが高く昇ったなら、月、それが美しかった

なら、われらはそれらをおまえのために創造したのであるから、おまえはそれらに跪拝してはな

らない。われらに跪拝せよ」。 

また別の説明では、アッラーは、たくさんの崇拝行為とすぐれた神敬行為を伴った天使たちを

創造し給いました。そしてかれは、彼らに「（最初の人間で預言者）アーダムに跪拝せよ」と仰

せになりました。そして、彼らのうちにいたひとり（つまりイブリース）がその命令を拒否し、

その者は永遠に呪われました。そしてまた、かれは、アーダムの子孫で、不従順な罪人に『太陽

にも月にも跪拝してはならない』と仰せになりました。それら二人の間がなんと異なっているこ

とか！！ 

 真実なる御方（超越せし至高なる御方かな）は、あなたの顔を、太陽と月から守ることを、あ

なたに命じ給いました。あなたは、さまざまな卑しい部分ゆえに、（太陽と月）それぞれのもと

に足を踏み出し、それぞれに向かい合うのです！！ 

 

それでたとえ彼らが思い上がっても、おまえの主の御許にいる者たちは夜も昼もかれに賛美を

捧げ、彼らは倦むことがない。（４１：３８） 

★ジャラーライン 

 『たとえ彼らが思い上がっても』アッラー御一人への跪拝を中断して。 

 『おまえの主の御許にいる者たち』つまり天使たち。 
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 『賛美を捧げ』礼拝をして。 

 『倦むことがない』疲れることがない。 

 

★イブン・カスィール 

 『それでたとえ彼らが思い上がっても』つまり、「かれだけを崇拝することやめて、彼らがか

れ以外のものをかれに並び立てることに執着したとしても」。 

 『おまえの主の御許にいる者たち』つまり天使たち。 

 『夜も昼もかれに賛美を捧げ、彼らは倦むことがない』との御言葉は、かれ（誉れ高き威厳あ

る御方かな）の御言葉『それでもし仮にこれらの者がそれを拒むなら、それを拒まない民に、わ

れらはそれを委ねていたであろう』（第６章［家畜］８９節）と同じ意味です。 

 

★クシャイリー 

 つまり、不信仰者が思い上がったとしても害はありません。なぜなら、真実なる御方は、それ

ぞれから何もの必要とせず富んだ御方であらせられるからです。またさらに言えば、たとえ天使

たち―彼らはもう一方（天界）の住人です―は、夜も昼もかれに賛美を捧げたとしても、彼らは

倦むことがないからです。 

 

また、かれの諸々の徴のうちに、おまえが大地を委縮していると見るが、われらがそこに水を

下すと、身震いし、盛り上がったことがある。まことに、それを生き返らせ給う御方である。ま

ことに、かれはあらゆるものに対して全能な御方。（４１：３９） 

★ジャラーライン 

 『委縮している』そこには植物もなく、干上がっている。 

 『身震いし』動き出し。 

 『盛り上がった』膨れ上がり、高くなった。 

 

★イブン・カスィール 

 『かれの諸々の徴のうちに』つまり、かれが死者を甦らせることができることを示す。 

 『おまえが大地を委縮していると見るが』つまり、そこに植物は全くなく枯れ果てている、い

や、もはやそれは死に絶えていると。 

 『身震いし、盛り上がったことがある』つまり、われは、あらゆる種類の種や実をもたらした

ことがある。 

 

★クシャイリー 

 雨季に干上がり乾ききっている大地は、雨がその上に落ちると、植物によって身震いし緑に彩

られました。そのように、心は、己を痛めつけている、さまざまな罪を認識し謙虚になると、真

実なる御方（超越せしかな）はその心に近寄り給い、「後悔（できること）」の恩寵がそれに立

ち現れ、歩みにおいて誠実さが足りなかったことが、それらの心の持ち主からなくなります。そ
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のように、しもべが（アッラーとの）関係性においての後悔（タウバ）する前の状態に陥り、敬

神行為を多くなさなくなり、次いで真実なる御方（超越せしかな）がしもべに記憶を引き起こし、

それでしもべを覆い給うと、「成功（wifāq）」の光が心に現れ、しもべはじぶんの慣れ親しんだ

立ち位置に戻り、爽快に清々しく負債を返します。そして、―しもべに荒廃が襲った後で― （ア

ッラーからの）良き関心という水によって、しもべの成功の木々は生まれます。 

 そのように真智の民に停滞が広がる、または悪い礼節ゆえに生じると、さまざまな覆い（ḥajabah）

が彼らから逃げていき、次いで、真実なる御方（超越せしかな）が（彼らを）注視し給います。

彼らの（アッラーへの）親しみの庭園は身震いし、彼らの近接した目撃は緑化し、彼らの停滞の

蔓延は撲滅されました。 

 『まことに、それを生き返らせ給う御方である。まことに、かれはあらゆるものに対して全能

な御方』 

 まことに、大地が死んだ後に、それを生き返らせ給う者は、召集と復活によって、もろもろの

魂を生き返らせることに全能な御方であらせられます。そのように、アッラーは、しもべのタウ

バ（後悔）の前の状態と覆われている状態のあとで、かれのよき関心の光によって、もろもろの

心を生き返らせ給う御方であらせられます。 

 

（続く、インシャーアッラー。） 

 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第４１章３７節 

 

قََمرُۡل ۡٱُسۡوَۡلَشمۡ ٱلنََّهاُرۡوٱُلۡوَۡلَّيۡ ٱتِهَۡءايَىۡ َۡوِمنۡ    
（意訳）また、かれの諸々の徴のうちに、夜と昼、太陽と月がある。 

 

 

تهَِۡءايَىۡ َۡوِمنۡ  ⇐ۡ(هِۡۡ+تَۡءايَىۡ ۡ)تهَِۡءايَىۡ ۡ+ِۡمنۡ ۡۡۡ+وَۡ   
                 （人称代名詞） （名詞）          （前置詞）   （接続詞） 

かれ   諸々の徴      

かれの諸々の徴のうちに      かれの諸々の徴              ～のうち   また（そして） 

 

 

قََمرُۡل ۡٱُسَۡۡۡۡوۡۡلَشمۡ ٱلنََّهاُرۡۡوۡۡٱُلَۡۡۡۡۡوۡلَّيۡ ٱ  
    （名詞） （接続詞） （名詞）   （接続詞） （名詞） （接続詞） （名詞） 

月     と     太陽      と    昼    と      夜 
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『宗教諸学の再興・要約』（第 1３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」つづき 

第１章 儀礼上の不浄（ḥadath）の清め 

 

 それ（儀礼上の不浄の清め）は、洗浄（ウドゥーゥ）と沐浴（グスル）と砂浄（タヤンムム）

であり、それらにはトイレの始末（イスティンジャーウ）が先行する（前提となる）。我々は清

めタハーラ（清め）の作法と礼節、推奨事項（スンナ）について（これから）言及し、まずは用

を足すことに関してから始める。なぜなら、それが洗浄（ウドゥーゥ）を行う要因となるからで

ある。 

 

用便の礼節 

下記のことをする必要がある。 

 砂漠において、用便に対する衆目を避ける。 

 また、（身を隠せる）ものを見つけた際は、そのもので身を隠す必要があり、しゃがむ位置に

達するまで陰部を曝さない。 

 （用を足す際、）キブラに顔を向けたり、背を向けたりしない。また、屋内にいるとき以外は、

太陽と月に顔を向けず、屋内においても（太陽と月に顔を向けることを）控えることが望ましい。 

 淀んでいる水や、実のなっている木の下、動物の巣穴において放尿しない。 

 （便が）飛び散るのを用心して、硬くて滑らかな場所（での用便）や、嵐（の下での用便）は

避ける。 

 （用を足す）建物に入るときは左足から入り、出るときは右足から出る。立って放尿すること

なく、沐浴（グスル）をする場所（お風呂場）で放尿することもない。預言者は以下のように言

った。（（一般に、悪魔は沐浴（グスル）をする場所（お風呂場）から出てくる。）） 

 アッラーの御名や、アッラーの預言者の名前が記されている物を（便所やお風呂場に）携帯し

ない。 

 頭に何も被らず（無帽のまま）便所やお風呂場に入らない。 

 （便所やお風呂場に）入るときは以下のように唱える。「アッラーの御名によって。私はアッ

ラーに、邪悪さや、悪意のある者、また悪意ある者の一人である呪われた悪魔からの守護を求め

る。」 

 そして（便所やお風呂場から）退出するときは以下のように唱える。「私から私に害を与えるも

のを遠ざけ、私に益するものの内に私を留め置き給うたアッラーに賞賛あれ。」 
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 便所やお風呂場に出入りする際は、その外で至高なるアッラーに祈祷（ドゥアー）する。 

 （用を足すために）しゃがむ際は、小石を用意する。 

 また、(室外では)用を足した（同じ）場所で、用便を水によって始末すること（イスティンジャ

ーゥ）はしない。 

 尿を払拭するために、（陰茎を）掴んで３回咳払いをする、または陰茎の根元からしごく。  

 もし小便がかかったかもしれないと思われるときは、下半身に履いている衣服（ズボン）の周

りに水をふりかける。 

 

 預言者がそのようになされた、つまり水をふりかけられたこと、また彼が動物の大便や骨によ

る用便の処理を禁じられたこと、また彼が三つの小石で用便を始末されたことが伝承で伝わって

います。 

 

 （用便の処理「イスティンジャーゥ」の作法） 

 水と小石を併用することが推奨される。 

 小石の使用は、それを（汚れのついた部分の）後部に置き、そしてそれを前部に動かす。 

 また、（肛門の周りに２つ目の小石を）回すことができるとすれば、それが最も良い。 

 清浄にすることは必要不可欠である。 

 また、（小石の使用回数は）奇数によることが、推奨行為である。 

 

（続く、インシャーアッラー。） 

 

 

 

【ムスリム新聞社よりお知らせ】 

・チャリティーバザー 

東京ジャーミィとその隣の友愛インターナショナルスクールにて第 12 回チャリティーバザーを開催が開催されま

す。インシャーアッラー 

詳細は以下。 

日時：2017年 11月 26日（日）10:00～16:00 

会場：物品販売は東京ジャーミィ 1階ホール 

飲食販売は友愛インターナショナルスクール校舎（住所：渋谷区大山町 1-19／1-13）  

最寄り駅：小田急線・千代田線代々木上原駅徒歩３分 

内容：物品･食品販売、飲食物販売(*1)、体験コーナー、ジャーミィツアー、子どもクルアーン暗誦発表会、イスラ

ーム講座の紹介等 

来場者：ムスリム、ノンムスリム 

主催：チャリティーバザー実行委員会 

 

・『フトゥ―ワ ―イスラームの騎士道精神』発売 

 ムスリム新聞でも連載していましたが、『『フトゥ―ワ ―イスラームの騎士道精神』が近日発売されます。 

詳細は以下。 

著 ：アブー・アブドゥッラフマーン・スラミー  

監修：中田 考 

翻訳： 山本 直輝  

発行：作品社 

発売日：２０１７年１０月２７日 
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東南アジアのシャーフィイー派 第 11 回 

―新しい中心地としてのカイロ 1― 

  

塩崎悠輝  

 

前回は、マッカが、シャーフィイー派の法学を学ぶ東南アジアのムスリム、あるいは他の地域

のムスリムにとって、巡礼の目的地、学問の中心地というだけではなく、世界各地から植民地化

に抵抗したウラマーが逃れてくる場所、そして出版物やファトワーを各地へ送り出していく拠点

であったということを書きました。また、マッカのそういった様々な重要性は、現代でも無くな

ったわけではありませんが、サウディアラビア王国の成立などの事情により変化を余儀なくされ

たということも書きました。今回は、現代では東南アジアのシャーフィイー派法学を学ぶムスリ

ムが、最も数多く留学するようになっているエジプト、とりわけカイロについて書きたいと思い

ます。  

もちろん、エジプトがムスリムにとって学問の中心地になったのは 20 世紀に始まったことで

はありません。有史以来、世界有数の文明が育まれてきたエジプトでは、7 世紀にムスリムの統

治下に入って以来、ウマイヤ朝、アッバース朝、マムルーク朝、さらにはオスマン朝の時代を経

て現代に至るまで、非常に多数のウラマーが活躍してきました。エジプトでは、法学の分野では、

マーリク派やハナフィー派のウラマーと共にシャーフィイー派のウラマーも多数活躍していた

のですが、東南アジアからの学生は 19 世紀までほとんど確認されていません。地理的にはマッ

カの方が近かったこと、東南アジアにイスラームが伝わる上で大きな役割を果たしたアラビア半

島のウラマー、とりわけイエメンのウラマーとのつながりをたどってマッカやイエメンまで学び

に行っていた場合が多かったこと、などが理由ではないかと考えられます。  

19 世紀にはインドネシアやタイ南部のパターニーから来た学生がカイロのアズハル・モスクで

確認されるようになります。マッカを拠点としていたアフマド・アル＝ファターニーも一時期は

カイロに滞在して学び、執筆や出版といった活動を行っていました。アズハルは、現在は「大学」

として知られていますが、現代の日本や他の国でいわれる意味での大学として整備されたのは、

1961 年になってからです。最初にできたのはモスクで 10 世紀のことであり、大きなモスクは

ほとんどの場合そうですが、学校（マドラサ）を併設していました。アズハル・モスクのマドラ

サは、その頃から世界有数の学問の中心地であり続けてきました。現在のアズハルは、理系の学

部もある総合大学になっており、大学だけではなく多数の小学校や中学校、高校、語学学校をカ

イロだけではなくエジプト各地にもつ巨大なグループになっています。  

20 世紀になってカイロで学ぶ東南アジア出身者が増えだした背景はいくつかあります。まず、

マッカが、サウディアラビア成立による政情や治安の問題もあり、シャーフィイー派法学を学ぶ

上で不便なことが増えた、ということがあります。海上交通が発達して、シンガポールからイギ
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リスの蒸気船に乗り、スエズ運河を通ってエジプトへ行くのがかなり容易になったということも

あります。また、マレー半島やタイ南部の主な産業であった天然ゴム（ゴムの木の畑でとる）が 

1920 年代に値上がりして、経済的な理由ができた、といったこともあります。それらに加えて

とりわけ大きかったのは、エジプトで出ていた雑誌『アル＝マナール（灯台）』の名声が東南ア

ジアにおいて非常に大きかったということもあったと思われます。  

『アル＝マナール』はレバノン出身のラシード・リダーらによって 1895 年から 1935 年まで

カイロで発行されていた雑誌で、中東や東南アジアを含む世界各地に大きな影響を与えました。

イブン・タイミーヤらから学んだ方法でクルアーンとハディースを直接の根拠とすることで法学

の解釈を行うことで、近代の新しい状況に対処しようとしたラシード・リダーの論説やファトワ

ーは、東南アジアにも多くの支持者を生みました。ラシード・リダーのファトワーには、東南ア

ジアのムスリムからの質問に答えたものも含まれています。アズハルで学び帰ってきたウラマー

たちがシンガポールで発行した雑誌『アル＝イマーム』（1906 年から 1909 年まで）、スマト

ラ島のパダンで発行されていた雑誌『アル＝ムニール』（1911 年から 1915 年まで）など、『ア

ル＝マナール』を模倣した雑誌が東南アジアでも発行され、広く読まれるようにもなりました。

雑誌という当時としては新しいメディアで主張を広めたり、自分たちで建てた学校で教えたりも

しました。  

『アル＝マナール』の影響は教育機関としてのアズハルよりも大きく、ラシード・リダーたち

の思想にひかれてエジプトへ渡った学生が多かったともいえます。ラシード・リダーの思想を支

持する人々は、マレー語ではカウム・ムダ（新しいグループ）と呼ばれました。ただし、この「新

しいグループ」は、ラシード・リダーの支持者たちだけではなく、サウディアラビアのワッハー

ブ派やインドのデーオバンドにあるダールル・ウルーム学院を拠点とするデーオバンド派の考え

方を支持する人々も同様に「カウム・ムダ」と呼ばれました。つまり、それまで東南アジアで圧

倒的に支配的であった伝統的なシャーフィイー派の法学とは異なる解釈を示そうとした人々が

ひっくるめて「カウム・ムダ」と呼ばれていたといえます。もっとも、「異なる解釈」といって

も、スーフィー教団の活動のあり方やスーフィー教団の聖者の墓に願い事をするといったことへ

の批判以外は、礼拝を始める時のニーヤを声に出していった方がいいのか（声に出すのがスンナ

なのか）、といったことが主な争点であり、日本のような社会から見ればそれほど大きな違いに

は見えません。  

1940 年代以降になると、エジプトで拡大していたムスリム同胞団の運動に共感してエジプト

に留学する東南アジアのムスリムも見られるようになります。カイロ、特にアズハル、次いでダ

ールル＝ウルームなどが東南アジアからの主な留学先になっていったのには、シャーフィイー派

の法学を学べる十分な環境がある、というのも必要な条件でしたが、他にも様々な魅力や理由が

ありました。  

次回は、1960 年代以降の東南アジアからエジプトへの留学、東南アジアから見た魅力や、東

南アジアにもたらされた変化について書きたいと思います。  

（続く、インシャーアッラー）
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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 

【イスラームの 5 本の柱の意味より～第 5 の柱：ハッジ巡礼～】 

 

ハッジ巡礼は、イスラームにおける５つ目の柱です。ハッジとは、特定の数ヶ月間の間に、ムスリムが、自分

の国から聖なるカアバ神殿に巡礼に行くことです。その特定の時期については、アッラーの御言葉の中にこうあ

ります。 

 

｛巡礼（の時期）は、周知の数月である。｝【クルアーン 雌牛（めうし）章：197 節】  

ハッジを行うことが可能なムスリム(イスラーム教徒)は、人生で一度はハッジに行くことが義務となります。

ムスリムがその諸条件を満たし、行うべき行為をすべて実行してこの義務を行った場合、そのご褒美は、アッラ

ーからの罪の赦し（ゆるし）と天国です、アッラーのお許しがあれば。 
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インシャーアッラー、その諸条件と行うべき行為は、ハッジ巡礼の時期にご説明するとして、今回は、イスラー

ムにおけるこの義務の位置と効果についてお話しましょう。  

この義務は、ムスリムの人生において、たった一度、という点が、他の４つの柱と大きく異なります。例えば、

礼拝は、毎日５回行い、喜捨（ザカー）と斎戒（サウム）は、毎年その義務を更新します。それに比べ、ハッジ

は、全人生において、たった一度の義務です。 

また、この柱は、体を使うものであり、またお金を使うものでもあるという点も特徴的です。他の柱は、体を

使うか、お金を使うかどちらかです。礼拝は、体を使って行う柱であり、斎戒も、体を使って行う柱であり、喜

捨は、お金を使って行う柱です。しかし、ハッジは、その義務を果たすために、お金を費やすことと、体を使っ

て努力をすることの両方を必要とします。 

また、この義務には、宗教的な効果、社会的な効果、経済的な効果、そして精神的な効果が同時にあります。

まず、宗教的な効果は、アッラーの使徒様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のハディースにこうあります。： 

 

≪ ハッジを行い、下品な言葉を口にせず、邪悪な行為もしなかった者は、母親が彼を生んだ日のような清浄な身

となって家に帰る。≫アル=ブハーリーの伝承 

 

つまり、ハッジ前にしてしまったすべての罪を赦されてハッジから帰ってくる、ということです。 

そのため、ハッジに行きたいと思うムスリムは、ハッジから帰った後、またその罪に戻ることがないよう、ハッ

ジのご褒美を守り、ハッジを台無しにすることがないように、悔悟した罪は二度と繰り返さないような悔悟がで

きるよう自分を鍛えておくことが必要です。 

またハッジには、前述のように、社会的な効果、経済的な効果、精神的な効果があります。それについては、

また別の機会にお話しましょう、インシャーアッラー。 

～～～  

クルアーン、ハディース訳：参考文献 

―「日亜対訳 聖クルアーン」イスラームの HP http://bit.ly/KxUmkD  

―「サヒーフ・ムスリム」日本ムスリム協会 http://hadith.main.jp/  

★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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【編集後記】 

 アッサラームアライクム 

 新聞をさいごまで読んでいただきありあとうございました。 

 新しい方法での新聞発行で、手間取ることもありましたが、無事、発行することができました。 

アル＝ハムドリッラー（アッラーにこそ称賛はあります）。 

 今月４日は、日本では中秋の名月で、きれいな月が夜空に出ていました。クルアーン解説に出て来たクルアー

ンの一節にも、「月」の話がたまたまでてきました。「月」は、アッラーが創ってくださった物の中でも、とく

にすばらしい姿形をしていて、昔のムスリムたちも、アッラーの創造のすばらしさを称えて「月」を眺めていた

ことがわかりました。 

先月、今月と休載しております『フトゥーワ ――イスラーム騎士道精神――』（スラミー著・山本直樹訳）

は、今月１０月２７日に、作品社さんから出版されることとなりましたのでこれにて連載は終了いたします。イ

スラームにおいてどんなことが良いこととされているのか、わかりやすい言葉で端的に書かれていますので、本

が発売されましたら是非読んでみてください。では来月号もよろしくお願いいたします。 

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〗 

ゴラン高原に行ってごらん(⌒▽⌒)」 


