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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 

 夜、寝るのに寒くって毛布を一枚押し入れから取り出し掛布団の上に重ねて寝て、夜明け前、礼拝をする

ために布団をはぐと空気が冷たくてふたたび布団の中にもぐりこむ季節になりました。新聞を広げて熱い

紅茶と一緒にどうぞご覧ください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］５３節（２０） 

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。 

   

 言え、「己自身に仇して度を越したわがしもべたちよ、アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、ア

ッラーは罪をそっくり赦し給う。まことに、かれこそはよく赦し給う慈悲深い御方。」（３９：５３） 

★ジャラーライン 

のヌーンの文字を、母音イを付けて読む読みかたと、母音アを「تقنطوا」の動詞『絶望してはならない ال تقنطوا』 

付けて読む読みかたとがあります。また、母音ウを付けて読む読みかたもあります。意味は、「望みを失って（は

ならない）」です。 

 『アッラーは罪をそっくり赦し給う』多神崇拝から離れた者に対して。 

  

★イブン・カスィール 

 貴きこの一節は、アッラーに立ち戻ること（タウバ）と悔悟へ、不信仰をなした者そして彼ら以外の者とあら

ゆる罪人を呼び招くものであり、そして、どんな罪でもたとえ波の花ごとく頻度の多い罪であっても、それらの

罪からアッラーへと立ち戻る者には、すべての罪を、アッラー（称賛されし至高なる御方かな）は赦し給うとい

う知らせです。この一節から、アッラーに立ち戻ること（タウバ）をしなくても構わない、と解釈することはで

きません。というのも、多神崇拝というものは、それを離れアッラーに立つ戻ること（タウバ）をしなければ、

決して赦される罪ではないからです。 

 アル＝ブハーリーは、イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の伝承を記録しています。 

多神崇拝者のうちのある人々は人を殺し、何度もそれを繰り返し、また、姦通をなし、何度もそれを繰り返

してきた。彼らが、ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）のところに行き、そして「おまえが言い、おま

えが呼びかけることは、本当に良いものだ。おまえがわれらに、われらの行いの償いについて、教えてくれた

ら良いのだが。」と言った。そこで、『またアッラーに並べて他の神に祈らず、アッラーが禁じた給うた命を正

当な理由なしに殺さず、姦通を犯さない者たち。』（第２５章［識別］６８節）という節が下った。また、『言え、

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

言え、「己自身に仇して度を越したわがしもべたちよ、アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、ア

ッラーは罪をそっくり赦し給う。まことに、かれこそはよく赦し給う慈悲深い御方。」（３９：５３） 
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「己自身に仇して度を越したわがしもべたちよ、アッラーの御慈悲に絶望してはならない。」』という一節が下

った。 

 この伝承は、ムスリムとブー・ダーウードとアル＝ナサーイーも記録しています。第２５章６８節の意味は、

『立ち戻り、信仰し、善行をなした者は別である』（第２５章［識別］７０節）とアッラー（至高なる御方かな）

が仰せになった通りの意味です。 

 イマーム・アフマドは、ヤズィードの娘アスマーゥ（アッラーの御慈悲あれ）から伝わる次の伝承を記録して

います。 

 彼女は言った。私は、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が『まことにそれは正しい行いではな

い』（第１１章［フード］４６節）と読誦されたのを聞いた。また、彼（アッラーの祝福と平安あれ）が「言え、

『己自身に仇して度を越したわがしもべたちよ、アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、アッラ

ーは罪をそっくり赦し給う』そして、かれはそれについて気にかけ給わない。まことに、かれこそはよく赦し

給う慈悲深い御方。」とおっしゃった。 

 アブー・ダーウードとアル＝ティルミズィーもこのハディースを記録しています。 

 これらの伝承はどれも、すべての罪はアッラーに立ち戻ること（タウバ）によって赦され、たとえ、己の罪が

重大なものであっても、たとえ、何度その罪を犯してしまったとしても、アッラーの御慈悲に絶望してはいけな

いということを証明しています。（アッラーのかれのしもべに対する）御慈悲と御配慮（タウバ）の入り口は広く

開けられているのです。 

 また、アッラー（至高なる方かな）の御言葉には次のようにあります。 

『彼らは、アッラーこそかれのしもべたちからの悔い戻りを受け入れ給う、と知らないのか。』（第９章［悔悟］

１０４節） 

『悪事をなし、あるいは、我が身に不正をなし、それから、アッラーに赦しを乞うた者は、アッラーが、よく赦

し給う慈悲深い御方であらせられることを見出す』（第４章［女性］１１０節） 

また、偽信者たちの真実をアッラーは次のように教え給うています。 

『まことに偽信者らは獄火の最下の底にあり、彼らにおまえは援助者を見出せはしない。（４：１４５）ただ

し、悔い戻り、正した者は別である（４：１４６）』（第４章［女性］１４５，１４６節） 

また、アッラーは次のように仰せになりました。 

『「アッラーは三つのうちの第三である」と言った者は信仰を拒んだのである。そして唯一の神のほかに神は

ない。彼らが言っていることを止めなければ、信仰を拒んだ者たちを痛苦の懲罰が必ず襲うであろう。』（第５章

［食卓］７３節） 

『それなのに彼らはアッラーに悔い戻り、赦しを乞おうとしないのか。そしてアッラーはよく赦し給う慈悲深

い御方』（第５章［食卓］７４節） 

『信仰する男たちと信仰する女たちを試練にあわせ、その後で悔い戻らなかった者たち』（第８５章［星座］１

０節） 

第８５章１０節について、アル＝ハサン・アル＝バスリー（アッラーの御慈悲あれ）は「この寛大さをよく見

るがいい。彼らは、かれの近しい者らを殺したが、かれは、彼らに悔いて赦しを求めることを、呼びかけ給うて

いる。」と語りました。 

この話題（タウバ）に関するクルアーンの節は他にもたくさんあります。 

２つの正当伝承集（サヒーフ・ムスリムとサヒーフ・アル＝ブハーリー）には、アブー・サイード（アッラー

の御満悦あれ）からアッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）に遡る、次の伝承があります。 

９９人の命を奪った者が、その後、後悔し、イスラーイールの民の修道者のうちの一人に、「私であっても、

アッラーに立ち戻ること（タウバ）ができるだろうか」と尋ねた。すると、その修道者は、「いや、できない」

と答えたので、彼は、その者も殺し、計１００人もの人間を殺したことになった。それで、彼は、イスラーイ
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ールの民の学者のうちの一人に、「私であっても、アッラーに立ち戻ること（タウバ）ができるのか」と尋ねた。

すると、その学者は、「おまえにタウバを妨げているのは何者だ」と尋ね、彼に、アッラーを崇拝する人々の住

む町へ赴くように命じた。そこで、彼は、その町を目指した。しかし、彼は行く道すがら死んでしまった。そ

こで、慈悲の天使らと懲罰の天使らが彼について議論した。それで、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）

は、天使たちに、その二つの町の間の距離を測り、彼をより近い方の町の一員とせよ、と命じ給うた。すると、

天使たちは、その男が、手の平で親指から小指までの距離ほど、移り住もうとしていたところにより近いこと

を、見出した。それで、慈悲の天使が、彼を掴み、「その男は、死の時に、倒れても胸で遠ざかった。そして、

アッラー（称賛されし至高なる御方かな）は、善き町に、より近づくように命じ給い、悪しき町に、より遠ざ

かるよう命じ給うた。」と語った。 

 これはこの伝承の大筋であり、完全なものは本書（タフスィールイブンカスィール）の別箇所で書き記してい

ます。 

 アリー・ブン・タルハは、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）の御言葉『言え、「己自身に仇して度を越したわ

がしもべたちよ、アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、アッラーは罪をそっくり赦し給う。まこ

とに、かれこそはよく赦し給う慈悲深い御方。」』（３９：５３）と次の一節（３９：５４）について、イブン・ア

ッバース（アッラーの御満悦あれ）から伝わる次の解説を語りました。 

彼（イブン・アッバース）は言った。「メシア・イーサーをアッラーだと主張した者、また、メシア・イーサー

をアッラーの息子だと主張した者、また、（偶像神）ウザイルをアッラーの息子と主張した者、アッラーを欠陥

ある存在だと主張した者、アッラーの手は結び繋がれた（働きがない）状態だと主張した者、アッラーは三つ

のうちの第三だと主張した者に対して、アッラー（至高なる御方かな）はかれの御赦しを乞うように、これま

でにもすでに呼びかけ給うてきた。アッラー（至高なる御方かな）は、それらの者に、『それなのに彼らはアッ

ラーに悔い戻り、赦しを乞おうとしないのか。そしてアッラーはよく赦し慈悲深い御方』（第５章［食卓］７４

節）と仰せになった。さらには、それらの者たちよりもより罪深き、「われは至高なるお前たちの主である」と

か『われはおまえらにわれ以外の神があることは承知していない』（第２８章［物語］３８節）と語った者に、

アッラーに立ち戻ること（タウバ）をするように呼びかけ給うた。」 

 イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）は、「この後に、アッラーに立ち戻ること（タウバ）をアッラー

の崇拝者に絶望させた者は、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）の啓典を拒絶したのも同然である。とはい

え、人間はアッラーがその者を顧み給うことがなければ、アッラーに立ち戻ること（タウバ）はできない。」と語

りました。 

アル＝タバラーニーは、シュタイル・ブン・シャカルから伝わる次の言葉を伝えました。 

私は、イブン・マスウードが次のように語ったのを聞いた。「アッラーの啓典の中で、最も偉大な一節は、『ア

ッラー、かれのほかに神はない。生き、維持し給う御方。』（第２章［雌牛］２５５節）である。クルアーンの

中で、善と悪について、一番よくまとめられている一節は、『まことに、アッラーは、正義と至善を命じ給うて

おられる。』（第１６章９０節）である。クルアーンの中で、もっとも心を慰める一節は、［集団］章の中にあり、

『言え、「己自身に仇して度を越したわがしもべたちよ、アッラーの御慈悲に絶望してはならない。まことに、

アッラーは罪をそっくり赦し給う。まことに、かれこそはよく赦し給う慈悲深い御方。」』（３９：５３）である。

アッラーの啓典の中で、アッラーへの信頼をより一層強くする一節は、『そしてアッラーを畏れ身を守る者、か

れはその者に出口をなし給う。（６５：２）そして、彼が予想だにしないところから彼に糧を与え給う。』（第６

５章［離婚］２，３節）である。」それで、マスルークは、彼（イブン・マスウード）に、「あなたは正しいこ

とを語った」と言った。 

 アル＝イマーム・アフマドは、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。 

私は、アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が次のように言われるのを聞いた。「その御手に、わが
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魂がある御方に誓って、おまえたちが過ちを犯し、その結果、おまえたちの過ちが、天と地の間を埋め尽くす

が、その後、おまえたちがアッラー（至高なる御方かな）に御赦しを乞うのであれば、かれはおまえたちを赦

し給う。また、その御手に、ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）の魂がある御方に誓って、おまえたち

が罪を犯さなくなったのならば、アッラーは、罪を犯し、その後、アッラーに御赦しを乞い、それでかれが彼

らを赦し給う、そのような民を連れてこられる。」 

この伝承はアフマドのみが記録しています。 

 アル＝イマーム・アフマドはアブー・アイユーブ・アル＝アンサーリー（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・アイユーブ）は、彼の臨終において、次のように語った。私（アブー・アイユーブ）は、私がア

ッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）から聞いたことを、おまえたちに、隠していた。彼（アッラーの

使徒）は、「もし、おまえたちが罪を犯さなかったなら、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）は、罪を犯し、

それで、かれが赦し給うような民をお創りになった。」とおっしゃった。 

 この伝承は、アル＝イマーム・アフマドが記録し、ムスリムが正当伝承の中で書き記し、アル＝ティルミズィ

ーも記しました。 

  

★クシャイリー 

 『わがしもべたち（‘ibādī）』との呼び名は、（人にとっての）栄誉です。彼らが『度を越した』との描写は、

非難の表われです。かれが『わがしもべたちよ』と仰せになった時、アッラーに服従する者たちは、彼らこそ、

その一節で、意図されている者たちであろうと、期待しました。それで、彼らは頭を上げ（胸を張り）ました。

そして、不服従な者たちは、彼らの頭を下げ（落ちこみ）、「われらとは一体何者なのだろか。これは私たちに向

けられているのだろうか」と言いました。 

 それから、かれ（至高なる御方かな）は『度を越した（わがしもべたち）』と描写し給い、状況は一転しました。

頭を下げ（落ちこんで）ていた者たちは元気を回復し、彼らの自己卑下は消えました。また、頭を上げ（胸を張

っ）た者たちはうなだれて、彼らの威勢は消えました。 

 さらに、アッラーは『己自身に仇して』と言い添え給うことで、かれが彼らの期待を膨らませ給うた御配慮に

ある、ある一種の不可解さを取り去り給いました。『己自身に仇して』とは、つまり、「おまえが度を超すのであ

れば、おまえ自身に仇して度を超すのである。おまえが足しげくわれの御許へと通っていたのをやめたのちに、

アッラーの御慈悲に絶望してはならない。そして、おまえの心をわれのもとから取り去ってはならない。」という

ことです。 

 『まことに、アッラーは罪をそっくり赦し給う』の『罪』は包摂性と全体性を表すために、アラビア語で、名

詞 dhunūｂに定冠詞 alが付けられ al-dhunūbと書きます。それゆえ al-dhunūbとは、すべての罪を表します。

また、『そっくり』と副詞が付くことで、その意味がより強調されています。アッラーが「われは赦し、そして、

（人を）捨て置かない。また、われは（罪を）帳消しにし、そして（人を）見捨てない」と仰せになった通りで

す。 

 また別説によると、「もしおまえたちが、幅広く多くの罪を犯したとしても、われは、おまえたちに、古くから

関心を寄せ続けているのである。」ということです。 
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👀見てみようアラビア語 
第４３章５３節 

 

اإِنَّ ٱهللَ يَۡغِفُر ٱلذُّنُوَب َجميِع     

まことに、アッラーは罪をそっくり赦し給う 

 

 إِنَّ 
（接続詞） 

まことに 

ٱهللَ    
（名詞） 

アッラーは 

يَۡغِفرُ    
（動詞） 

赦す 

  ٱلذُّنُوبَ  
（名詞） 

罪を 

اَجميِع     

（副詞） 

ぜんぶ 
 

👞  
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アリー・ジェフリー先生「シャマーイル」の講義より 

シャマーイル 

預言者ムハンマド様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美徳 

第１８回 

訳著：アーミナ      

 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

 

2021年 10月 8日から、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のお産まれになった月、ラビーウ

ルアウワル月が日本でも始まりました。この一ヶ月は、世界中で預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

の生誕を祝って様々なイベントが開催されています。今回は、イエメンのアリー・ジェフリー先生が、イギリス

のモスクで講演されたときのお話を要約してお伝えします。読まれている時に、預言者様（彼の上にアッラーの

祝福と平安あれ）という言葉を読まれたら、「サッラッラーフ アライヒ ワサッラム」（日本語訳：彼にアッ

ラーの祝福と平安がありますように）と唱えましょう。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に祝福

を送ることには、数多くの徳があります。 

イギリスでの講演（アラビア語に英語通訳）はこちら： 

http://www.youtube.com/watch?v=x4YXpS2q0cM&list=PL775A25829E3F601E 

 

講演タイトル：Love of the Prophet Muhammad (PBUH) 

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のことを本当に好きな人が、礼拝をすると、形だけの礼拝

ではなく、心を込めて本当の礼拝をします。また、断食をすると、外側と内側の断食（食欲と性欲を断つのが

外側の断食、心の中でアッラーがお好きでない物（妬み、憎悪、優越感など）を断つのが内側の断食）をしま

す。また、クルアーンを読めば、心が、その心にクルアーンが下りたお方、預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）の心とつながります。 

 

それは自分自身よりも預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のことを好きになった成果です。も

し、自分よりも預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のことを好きになることができたら、自分の

ナフス（自我）が好むこと、習慣や欲望や感情が魅かれるものなどを捨て、預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）がお好きなことの方を優先して取るようになります。そして、自分よりも預言者様（彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ）のことを好きになったら、クルアーンにも書かれているような預言者様（彼の上

にアッラーの祝福と平安あれ）のご性格や徳性を真似て、自分の自我さえも、彼（彼の上にアッラーの祝福と

平安あれ）に従っているのを見つけることでしょう。 

 

【また本当に（使徒よ）、あなたこそは、この上ない（よき）品性を備えている。】（クルアーン筆章：４） 

 

http://www.youtube.com/watch?v=x4YXpS2q0cM&list=PL775A25829E3F601E
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私達のナフス（自我）は、誰かに傷つけられたり、ひどいことをされたら、仕返しをしたい、と思います。

しかし、もし私たちが自分のナフスよりももっと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のことが好

きならば、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）だったらどうするか？と考え、彼（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）が行っていたように、忍耐し、相手に良いことを返すことができます。私たちのナフ

スは全然そんなことはしたくありません。悪を仕掛けられたら、悪で返したいと思います。しかし、預言者様

（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は自分に向けられた悪に対して、善で返します。預言者様（彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ）はこうおっしゃっています。 

 

≪誰でも、人に対する許しが増すほど、アッラーがその人の尊厳を増します。≫ 〔ムスリム伝承〕 

 自分がやりたいことと、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がなさりたいことを比べます。も

しナフスが預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛に勝っていたら、私たちは自分の好きなこ

とを何でも好き勝手にします。そして、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）がなさりたいことを

放っておきます。もし逆に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情が、自分のナフスに勝

っていれば、自分がやりたいことを放って、預言者様（アッラーのご満足あれ）のなさりたいことを実行しま

す。 

 

このことは、現代のムスリムたちの大きな問題となっています。現在は、ムスリムが、自分のナフスに従っ

てしまい、ナフスの欲しがるものを欲しがり、イスラームで禁じられているものも欲しがり、それを抑制する

ことができません。もし私たちが心の中に、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情を深

め、強くすることができたら、また、私たちのウンマ（イスラーム共同体）が預言者様（彼の上にアッラーの

祝福と平安あれ）への愛情の光を増すことができたなら、ナフスの欲しがる欲求は、預言者様（彼の上にアッ

ラーの祝福と平安あれ）の光の前に消え去り、私たちのウンマはもっと高みに行くことができます。 

 

そして、私たちを取り巻く人々は、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光を見ることを切望

しています。ご近所の人や、学校や職場での友人、同じ飛行機に乗り合わせた人、バスで隣の席だった人、電

車で向いに座っていた人、そういった人たちすべては、その光で、私たちが今住んでいるこの暗闇の世界を照

らすために、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光が必要です。預言者様（彼の上にアッラー

の祝福と平安あれ）の光は、この世のすべてを照らすために十分です。それなのに、どうしてその光を今、

人々がこの世界で見ることができないのでしょうか？ 

 

アッラーは、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）を信じる人たちを、その光を反射する鏡とな

さいました。私たちが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光を反射する鏡なのです。鏡とい

うものは、時には、光の前にあっても、光を反射させずに暗いままの状態になることがあります。どうして暗

いのでしょうか？例えば、光り輝くランプの前に鏡を置いても、鏡自身が汚れていたり、何かで覆われてしま

っていれば、鏡の前にどんなに美しい光があっても、見ている人にその光を反射させて見せることができませ

ん。その光がどんなに強い太陽の光であったとしても、鏡を見る人たちは、そこに光は見えないので、「この

鏡は太陽に向かい合ってない、太陽の光はこの鏡に当たっていない。」と言うでしょう。しかし、実際には太

陽の光は鏡に当たっているのです。問題は、鏡自身です。 
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私達、預言者ムハンマド様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のウンマ（共同体）は、預言者様（彼の

上にアッラーの祝福と平安あれ）の光の当たった鏡です。しかしどんなに人々が何度も何度も私達をよく見て

も、そこに、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光を見ることができないかもしれません。私

たちの鏡が反射しているものは何でしょうか？私達自身が覆われて暗闇であったなら、人々は、何も反射して

いないと思うでしょう。そこに預言者ムハンマド様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光が映っていな

ければ、人々に光は見えないのです。 

 

イスラームを攻撃する様々な言葉やムスリムに向けられる害について言及することは置いておきましょう。

なぜならば、それらは、私たちの欠陥の分、怠慢さの分しか、私たちを害することはできないからです。それ

よりも自分自身を省みましょう。私たちの鏡の状態を見ることに注意を払いましょう。私たちの鏡が清浄で、

清潔で、澄んだ状態であれば、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光に直面し、この世界全て

を、その光で満たすことができます。 

 

もし世界中にいる私たちムスリムの鏡が、清潔で清浄で、澄み切った状態になったならば、アッラーに誓っ

て（先生は 3回言われました）、世界中が急いで、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光に導

かれることでしょう。私たちが、この世界にその光を反射する鏡です。その時、イスラームを批判する言葉

は、弱く萎縮し置き去りにされ、それが預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光を害することは

決してできません。光は世界中に反射されるでしょう。 

 

では、こうしてイスラームの勉強をしている私たちの鏡が、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）の光を映し出し、反射させるために何をすればいいのでしょうか？ 

 

それには、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のスンナを実行していくことです。表面的な行

動のスンナと、心の状態のスンナの両方です。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のシャマーイ

ルやスィーラ（預言者伝）を常に読んで、もっともっと預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のこ

とを深く知りましょう。常にそれらを読み続けてください。1冊を読み終わったら、次の本へ、読み終わった

らまた最初に戻って読み直してください。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光を受け取るこ

とに集中して、それを続けてみてください。それによって自分の周りにどんなことが起こるのか見てくださ

い。世界中のイスラームの国ではない地域で、その鏡が清浄で澄んだ状態になり、預言者様（彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ）の光を映す鏡となった人たちによって、多くの人々が導かれます。【人々が、次々と集

団でアッラーの宗教（イスラーム）に入る】（クルアーン援助章２節）という状態になります。もし私たちが

それを行うならば、私たちの周りが、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光によって照らさ

れ、完全に変化するでしょう。どうか、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の本を読み続けてく

ださい。 

 

アッラーが、私達を、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の光を反射できる鏡としてください

ますように。 

 

※日本語で読めるシャマーイルとスィーラ（預言者伝）の本 

◆スィーラ：『愛すべき預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）』  

ネット上でも読めます：http://www.dinimizislam.com/Download/Pdf/Sevgili_Peygamberim_JP.pdf 

http://www.dinimizislam.com/Download/Pdf/Sevgili_Peygamberim_JP.pdf
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書籍の購入はこちらで：

http://islamjp.com/shop.cgi?order=&class=&keyword=&FF=10&price_sort=&mode=p_wide&id=217

&superkey=1 

◆シャマーイル：『サヒーフムスリム』 第三巻 功徳の書  

http://hadith.main.jp/ （右上の第三巻をクリックして、その中の「功徳の書」の項目を読むことができます。） 

書籍購入はこちら：http://jmaweb.net/free/data 

 

 

 

👞 👞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://islamjp.com/shop.cgi?order=&class=&keyword=&FF=10&price_sort=&mode=p_wide&id=217&superkey=1
http://islamjp.com/shop.cgi?order=&class=&keyword=&FF=10&price_sort=&mode=p_wide&id=217&superkey=1
http://hadith.main.jp/
http://jmaweb.net/free/data
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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 ５０回

―ミャンマーのシャーフィイー派③― 
アフマド塩崎 

 

前回は、中国のムスリム諸民族の中でも最大の集団である回族と、東南アジアの関係について書きました。

ミャンマーは、回族の中心地であった雲南省に国境を接していて、回族がハッジに行く際に通るところで、難

民として逃れていく先でもありました。雲南の回族は、千年以上の歴史で、インドのムスリムとつながってい

て、法学ではハナフィー派が圧倒的な主流です。中国のウラマーには、インドのデリーなどに滞在して学び、

現地で本を出版した人なども多くいます。また、近年まで、パキスタンが中国のムスリムの主要な留学先の 1

つでした。 

東南アジアでは、学ばれている法学派はシャーフィイー派が大多数ですが、イエメンからインド南西部を経

由して、インドネシア、マレー半島、パターニー、チャムパ、フィリピン南部に至るシャーフィイー派のつな

がりがあります。 

今回は、ミャンマーのムスリムのインドとのつながりについて見ていきたいと思います。そもそも、インド

というのは、実質的には大小の君主国の集まりであった時期が長く、1526年にはアフガニスタンから侵入し

たバーブルがムガル帝国を建てましたが、インド全土を完全に支配できていたわけではありませんでした。と

もかく、インドにムガル帝国というムスリムの強大な国家ができたことで、イスラームの学問の中心地の 1つ

がインドにできました。このことは、アフガニスタンから雲南に至るハナフィー派の法学にとって、大きな意

味がありました。 

近代になるまで、「インド」というのがどの範囲までなのかは、はっきりとは決まっていませんでした。ま

た、ミャンマーという国ができたのは 1948年（当時の国名はビルマ）のことで、ミャンマーの最大の民族で

あるビルマ人の勢力範囲も、歴史を通して変動してきました。インドとミャンマーの境界線は、インド東部の

君主国やビルマ人の王朝、英国などによって争われてきました。 

今のミャンマーの南西部にラカイン州というところがあります。ロヒンギャ・ムスリムの主な居住地でもあ

ります。ラカイン州にはアラカン王国という国が 1784年までありましたが、ビルマ人の王朝に滅ぼされまし

た。アラカン王国の海岸部は歴史的に重要な貿易港があり、アラブ人、ペルシア人、インド人などの貿易商人

たちが訪れました。やがて、16世紀頃のアラカン王国には、ムスリムが多く住むようになっていました。この

人々は、ロヒンギャ・ムスリムの先祖の一部にあたります。 

アラカン王国がビルマ人の王朝に滅ぼされた後、ビルマ人が英国との戦争に敗れたため、1826年にはアラ

カン王国があった地域は英国が支配することになりました。1886年には、ミャンマー全体が英国領に組み込

まれました。英国統治時代、ミャンマーにはインドから商人や労働者が多く入ってきました。その中にはムス

リムもいました。現在の最大都市ヤンゴンや第 2の都市マンダレーに住むムスリムの大半は、19世紀後半から

20世紀前半にインドから入ってきた人たちの子孫です。なお、仏教徒のビルマ人は、インドからヒンドゥー教

徒やムスリムが入ってくることに反発していました。 

1948年、ミャンマーが独立すると、インドからミャンマーへ新しくムスリムが入ってくることはできなく

なりました。ロヒンギャも、インドから来たムスリムも、独立からしばらくの間はミャンマーの少数民族の一

つとして生活していくことができました。しかし、国軍が政治の実権を握るようになり、ムスリムがインド方

面へ国外追放されることが度々起きるようになりました。 

1971年にバングラデシュ独立戦争が起きると、多くの難民がラカイン州などに逃れてきました。現在のミ

ャンマーで、ロヒンギャ・ムスリムが、「バングラデシュからの不法入国者」、「ベンガル人」などとビルマ
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人側から言われる理由の一つです。実際には、ロヒンギャ・ムスリムには、ミャンマーという国ができる数百

年前からアラカン王国に住んでいたムスリムの子孫も多いです。1982年には、軍政下でロヒンギャ・ムスリ

ムは国籍も剥奪されました。以後、ロヒンギャ・ムスリムの大部分は無国籍です。 

1990年代になると、ロヒンギャ・ムスリムに対する国軍の掃討作戦が繰り返され、そのたびに難民として

国外に逃れるようになりました。2017年の大規模な掃討作戦で 100万人近くがバングラデシュ方面に逃れて

から、ミャンマー国内よりも国外に住んでいるロヒンギャ・ムスリムの方が多くなりました。現在は、バング

ラデシュ、パキスタン、サウディアラビア、マレーシアなどに、合わせて 200万人ほどのロヒンギャ・ムスリ

ムが住んでいます。 

ロヒンギャ以外のミャンマーのムスリムは、ミャンマーの準国民として、一応は生活できています。ただ

し、ムスリム全般への嫌悪や偏見というのは、ミャンマーには常にあります。2021年 2月にクー・デタで国

軍が権力を握り、反対するビルマ人や少数民族勢力との内戦になっています。その渦中で、ムスリムが殺され

たり、モスクが燃やされたりすることも増えています。国軍が勝つことがムスリムの利益になるとは考えにく

いです。ただ、国軍が敗れて民主化したといえる状態になっても、ロヒンギャを含むムスリムの地位が改善さ

れるかどうかは、実際のところわかりません。中国を含め、仏教徒などが多数を占める東アジア諸国でマイノ

リティとして生きるムスリムは、ヨーロッパや米国のムスリムよりも、潜在的には大きな危険を抱えている場

合が多いです。 

次回からは、20世紀初め以降の、東南アジアのシャーフィイー派が直面してきた問題、法学上の対立、新し

い法学上の考え方の登場、などについて見ていきたいと思います。 

 

 

 

👞 👞 👞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

📚 おすすめ読み物 

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

今月読んで、印象に残った一文はこちらです。 

 

２３．神さまのしるし（６９頁） 

 その人は、さまざまな考えに振り回されることから脱し、神さまについての確かな知識をえていますが、じ

ぶんじしんにとどまっているため、じぶんの中に神さまのしるしを見いだせずにいるのです。 

 

 自分よりも人のことの方がよく見ることができる、というが、世界や他人に神さまのしるしを見つけていても、

じぶんのなかに神さまのしるしを見つけるのはあんがい難しい。じぶんの過去の過ちを、どうしてあのときあん

なことをじぶんはしてしまったのだろう・・・と、くよくよ悩み続けることはよくあることだろう。じぶんが、

じぶんが、と、じぶんしか見えず、そこにじぶんを創ってくださった神さまのしるしが見えない。もしそのじぶ

んの姿のうしろに神さまのしるしが透けて見えるようになったなら、いままで見えていたじぶんの姿も違ってく

るのかもしれない。 

  

🥚『ムスリム女性に救援は必要か』ライラ・アブールゴド著 鳥島順子・嶺崎寛子訳、書肆心水 

  

 私もムスリム女性であるが、救援されるムスリム女性に含まれるのであろうか。頭にかぶりもの（ヒジャーブ）

をして働き先を見つけるのは日本で困難だ、という話を聞いたことはあるが、実際そうなんだろうと私も思うけ

れど、それは、イスラームの問題と言うよりも、日本の社会がかぶりものをして働く女性を許さない、という、

日本の社会の問題だろう。ムスリムがたくさんいる国々では、ヒジャーブをして働くことは問題ではないだろう

から、被り物をしていることがそれほど働くことに直接問題を起こすような気はしない。 

 ムスリム女性の不利益つまり、イスラームと言う宗教のせいで女性が不利益を被っている、という問題は、問

題の立て方が間違っているのかもしれない。教育を受けられない女性がいる、というが、日本で暮らすムスリム

の女性は、小学校にも中学校にも高校にも通える。それは、空から爆弾が落ちてくることもないし、昭和初期の

日本のような、家の仕事を手伝わなければ日々のご飯を食べられないかもしれない、という心配がないからでは

ないだろうか。 

 ムスリム女性の救援、つまり、虐げられたムスリム女性の権利を回復する、という議題について、どのように

私たちは取り組めばよいだろうか。著者は、このムスリム女性の権利の回復もしくは獲得の問題について、どの

ようにこの問題は解決できるのかというよりも、この問題が取り上げられることによって世界にどのような影響

が及ぼされるのかを考えてみる必要があるという。 

「ムスリム女性の救援」という課題に取り組むことは、広い社会や世界を眺めるための、ひとつの練習となる

のであろう。 
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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―』（２０１２年ムスリム新聞社発行）より 

イスラームの使命（１８） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

結論 

 

 最後にこれまでの議論をまとめよう。 

 イスラームの教えは「アッラーのみに仕えること」「アッラーに仕えるにあたって使徒ムハンマドの教えのみ

に則ること」と要約できる。 

 イスラームの理解において、決定的な重要な問いは、「いかにして超越神アッラーの意思を知ることが出来る

か」であり、その答えは「使徒ムハンマドへの啓示を通してである」と、定式化された。従ってアッラーへの

帰依、イスラームとは、事実上は、アッラーの使徒に対する絶対服従を意味することになる。 

 イスラームとは、使徒、預言者たちに従うことに他ならず、信仰者とは使徒に従った者であり、不信仰者と

は使徒に背いた者であり、それは預言者ムハンマドの場合も変わらない。後世のムスリムたちは、ムハンマド

の伝えたイスラームのメッセージは彼の逝去後も歪曲、改変されることなく、最後の審判に至るまで保持され

ると考えた。そしてアッラーに従うことの意味は、非人格的な『クルアーン』への服従に読み替えられ、預言

者に従うことの意味もまた預言者の言行録「ハディース集成」、つまり書物への服従として「非人格化」されて

いった。 

 スンナ派では、預言者の後には、無謬な個人の存在を認めない。イスラームの知の継承者であるウラマーゥ

にイスラームを体現する人格性が求められるとしても、それは完全なものではない。時を経るにつれてそうし

た高い人格性は徐々に失われていった。前近代のスンナ派では預言者の権威は、政治的権威はカリフを頂点と

する世俗の実力者である諸侯、教導的権威はウラマーゥが継承するとの分業体制が確立したのである。 

 マッカを征服し、アラビア半島をイスラームの教えの下に統一し、預言者ムハンマドに下されたアッラーの

啓示が完了した時点において、イスラームの宣教の形は、マッカ期の個人に対する信仰と倫理の教宣から、イ

スラーム的秩序の拡大による世界の解放へと変質を遂げた。 

 イスラームの広宣の最優先課題は、それぞれの宗教の信徒が宗教の領域における自治を享有し、全ての住民

が生命、財産の安全を保証されるイスラームの法治空間を全世界に広げることである。このイスラームの法治

空間が「イスラームの家」であり、その政治体制がカリフ政権である。 

 カリフ政権、「イスラームの家」にとって一体性はその本質である。大地は誰のものでもなく、アッラーの所

有であり、誰にもそれを切り分け、移動を制限することは許されないからである。近代西欧のイデオロギーの

ように、人類が民族の違いによって「領域国民国家」に分断されることは許されない。カリフの唯一性は、イ

スラーム的秩序の一体性を象徴しており、イスラーム的秩序は、その空間の中での、人間、物、情報の自由な

移動を保証する。 

 「イスラームの家」が、ムスリムが主権を握りイスラーム法を施行する「法治空間」であるとすれば、ムス

リムが主権を持たずイスラーム法を施行できない「無法地帯」が「戦争の家」、あるいは「不信仰の家」と呼ば

れる。「イスラームの家」が、異教徒に征服された場合、その地は、事実上は法の施行を回復すべき「イスラー

ムの家」に留まる。この状態の「イスラームの家」を特に「みかけ上の戦争の家」と呼ぶことがある。 
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 カリフ政権、「イスラームの家」の再興は、全ムスリムに課せられた義務である。カリフ政権、「イスラーム

の家」の再興の手段は、イスラーム法の施行を求める者たちを処刑、投獄により弾圧する反イスラーム的体制

に対して、闇雲に戦いを挑み、武装蜂起することではない。カリフ政権再興の道は、先ず、（１）カリフ再興の

義務がイスラームの広宣の最優先事項であることをイスラーム学の典拠に基づき確信すること、次いで（２）

自分たちがその義務を怠っていることを自覚し深い罪悪感を持つこと、最後に（３）アッラーの敵たちの迫害

を恐れずカリフ再興の義務を全てのムスリム同胞に伝えること、であり、これが現在、我々に求められている

ことである。 

 「みかけ上の戦争の家」に「イスラームの家」を回復するための戦いもまた武力によるものではない。現在

のムスリム共同体に求められているのは、専制、独裁政権の弾圧を恐れぬ勇気をもって、カリフ政権と「イス

ラームの家」の再興の義務を勇気をもって人々に知らしめ、その樹立のために空手空拳で尽力することだけで

ある。 

 宣教の到達はジハードの許可の条件であるため、カリフが不在で、カリフからの宣教がない以上、イスラーム

世界の外に対してジハードを行うことは許されない。武力闘争に代わって、非イスラーム世界との会話、ある

いは「ナショナリズム」、「領域国民国家」、不換紙幣通貨システムなどのイスラーム世界をも汚染している西洋

のイデオロギーとの闘争が、カリフ政権、「イスラームの家」再興の戦いの一環となる。 

 カリフ政権、「イスラームの家」の樹立の義務の「総論」を拒絶、否定することはイスラームへの敵対、場合

によっては背教とみなされるが、カリフ政権、「イスラームの家」の再興以前におけるイスラーム法の施行のプ

ロセスや具体的なタイミングについての「各論」の反対は許容できる範囲内の議論の対象となる。 

 イスラームの教えでは、人間は神からそれぞれ異なる「力」を授かり、その「力」に応じて異なった義務を

負わされる。「イスラームの家」では、他人を支配する「力」を有する権力者の地位にある以上、ジハード戦争

がない平和時であっても、「法定刑（ḥudūd）」執行の暴力を避けることはできない。「法定刑」はイスラームの

教えの核心ではないが、クルアーンとスンナに明記された命令である以上、怠ることは許されない。法定刑の

実施は、物理力の行使を必要とし、それは「国家」の物理力の行使権の独占要求と対立するため、法定刑の執

行の許可の有無が、ムスリムがイスラームの実践する自治を有するか否かのメルクマール、判定基準となるの

である。 

西洋に対しては、ウンマが信仰に覚醒してカリフの旗の下に力を集結し「イスラームの家」の再興を果たし

た暁には、人間が人間を支配し搾取する領域国民国家の牢獄から全人類を解放し、それぞれの共同体が各自の

宗教的自治を享受して共存する公正なイスラームの法治空間を全世界に広げるとのイスラーム広宣の使命を担

うことを説明することが求められる。 

 そしてこのイスラームの広宣の真の目的を整合的に語るためには、何よりも先ず、カリフと「イスラーム

の家」の再興を怠りその理想を裏切ってきたウンマの有責性を自他を前にして正直に明言することが重要であ

り、自分たちの罪、暗部から目を逸らし、言葉を濁してうやむやにしたままでは、一歩も前に進むことはでき

ないのである。 

 また「戦争の家」に住むムスリムによる「人権」の名の下の待遇改善と引き換えに、「イスラームの家」で

非イスラーム教徒にイスラーム法に反する「自由」、「平等」の譲歩を強いられることがあってはならない。人

間が得たものは全てアッラーから無償で授かった賜りものでしかない。「不当な」扱いに抗議するのではなく、

与えられたものに対してアッラーに感謝し、ホスト国にも感謝を示すことが正しい態度である。 

 イスラームは戦争を否定しないが、大量破壊兵器を使用する現代の戦争は、イスラームの戦争論理に明白に

悖る。それゆえカリフ政権が樹立されるとイスラームの広宣のためにジハードを開始するのでは、との恐れは

杞憂である。カリフ政権、「イスラームの家」と外部世界との関係は、休戦協定による「平和」が基調になる。 

 カリフ政権と「イスラームの家」の再興は喫緊の義務であるが、カリフ政権と「イスラームの家」が不在の

現状での宣教に必要とされるのは、（１）アッラーの唯一性の意味を教えること、（２）服従を求める押し付け
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を一切廃したイスラーム学の正確な知識の伝達、（３）宣教者が人々から手本として慕われる生きた知識の体現

者であることである。 

 イスラームへの入信を呼びかけるにあたっては、いかなる義務を行うとの条件もいかなる禁令を守るとの条

件も課すことなく、むしろあらゆる罪が許されることだけを告げるべきである。イスラームが勧善懲悪の教え

であるのも確かであるが、その宗教的メッセージの根幹が、「殺人などのいかなる大罪を犯そうとも、アッラー

唯独りに崇拝を捧げさえすれば、全ての罪は許され救わる」という究極の救済の福音にあることが忘れられて

はならない。 
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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 

３．アッラーは最初の男を創られる 

 

アッラーは最初の男を創造なさいました。 

彼は彼の体を形作られました。 

彼は彼に生命をお与えになりました。 

彼の名前はアーダムでした。 

 

アッラーは最初の女を創造なさいました。 

彼は彼女の体を形作られました。 

彼は彼女に声明をお与えになりました。 

彼女はハッワーゥと呼ばれました。 

 

すぐにアッラーは彼らに息子達をお遣わしになりました。 

この息子たちも子供や孫をもちました。 

こうして人々は増えました。 

この地球のすべての人々が彼らの子孫です。 

白人も黒人も、お金持ちの人も貧乏な人も、体の強い人も弱い人も、すべての人々が彼らの子孫です。 

 

でも、すべての人々が同じというわけではありません。 

ある人々はアッラーとそのすべての預言者を信じています。 

彼らはアッラーの預言者の伝えたことに従います。 

彼らはムスリムです。 

 

ある人々はアッラーから離れて生きることを選んでいます。 

彼らはアッラーや預言者のことを信じていません。 

彼らはムスリムではありません。 

アッラーはわたしたちがアッラーに従うように望んでおられます。 

アッラーはわたしたちがアッラーを心に留めておくよう望んでおられます。 

 

心をこめて「ラー イラハーハ イッラッラーフ ムハンマドゥン ラスールッラー」と言う人々は成功するで

しょう。 

 彼らはごほうびをもらいます。アッラーは彼らを天国へ送ります。 

 これらを否定する人々は罰を受けるでしょう。彼らは、永遠に続くひどい痛みと苦しみの場所、地獄へ送られ

ます。 

 あなたは「ラー イラーハ イッラッラーフ ムハンマドゥン ラスールッラー」の意味を知っていますか？ 

 それは、アッラーの他に神はなく、ムハンマドはアッラーの使徒である、という意味です。 
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作業 

A. 次の質問に答えなさい。 

１．誰が最初の男を創造しましたか。その名前は何でしたか。 

 

２．私たちの最初の両親は誰ですか。 

 

３．わたしたちのまわりの人々はすべて同じですか。それはなぜですか。 

 

４．アッラーはわたしたちに何をするよう望んでおられますか。 

 

５．成功するのはどのような人ですか。彼らはどんなごほうびをもらいますか。 

 

６．アッラーとその預言者を否定する人々は最後にどうなりますか。 

 

👞 👞 👞 👞 👞 
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編集後記 

 

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） 

 

 急に空気が冷たくなり、セーターを着たくなるような気持になり、秋が深まってきました。毛布を干したり、

ヒーターの埃を払ったり、これからどんどん寒くなっていくであろう日々にむけて準備をしています。 

 太陽が昇る時から日が暮れるまでの時間が短くなり、それほど寒くはないこの時期になると、そろそろ今年の

ラマダーン月にできなかった断食の埋め合わせをしなくちゃな、という気分になってきます。断食は、日の出の

１時間半前くらいから、日没までは食べたり飲んだりすることができないので、私にとって日照時間が短く、涼

しくなるこの季節は断食のしやすい季節です。１０年位前に、あるご高齢の女性から、だんだん食が細くなり、

ラマダーンという１か月の断食の月にはあまり食べられなくって体重が落ちてしまってやせすぎるので、どんな

ものを食べたら体重を維持することが出来るだろうか、と尋ねられたことがありました。当時は、私もまだたく

さんご飯も食べられるし、脂っこいものを食べてもちっともおなかが痛くなることもなく、量が食べられないの

であれば、カロリーの高そうなものを食べたらいいじゃない、と答えたものです。あれから時は過ぎ、むかしに

くらべたら量も食べられなくなり、食べすぎたり脂っこいものを食べるとしばらくお腹がいたくなったり動けな

くなる年頃に私もなりました。カロリー高めなものを食べれば胃がもたれて、余計に体の調子が悪くなることが、

ようやくわかるようになりました。こんなにご飯が食べられなくなるなんて、と、過去の自分に、いまのうちに

ケーキもお肉もたくさん食べておくといいよ、と声を掛けたいくらいですが、じつは過去の暴食が原因で胃の調

子が悪くなったのかもしれない、とも思わなくもありません。断食中に体の健康が維持できないほど、食が細く

なったら、断食することはできなくなり、別の方法で断食の埋め合わせをすることが必要となるのでしょう。ア

ッラーから定められた義務が果たせるほどに、体が強く、意識もしっかりして毎日が過ごせる日々は、私の人生

であとどれほどなのでしょうか。断食という義務を果たすことのできた期間は、健康な体と毎日のごはんをアッ

ラーから与えられていたことの徴なのですね。義務は、じぶんがその時にもっているものを確認するためのよい

機会なのでしょう。毎日５回、決まった時間帯に、礼拝をおこなうことが、いまの私の仕事ですが、これらの礼

拝の義務ができているのも、立ったり座ったりできる健康な体と、礼拝をするための時間が今の私にあるからで

す。じぶんにないものを探すのは簡単ですが、あるものに気が付くのはけっこう難しいものです。あるものに感

謝をして毎日暮らしていけますように。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 


