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西暦２０１８年 ２月２０日 

ヒジュラ暦１４３９年 ジュマーダル・アーヒラ 

３０３号 

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。 

 

今月から、「イスラーム 一日一読」「みんなで読書会」「イス

ラーム政治論概説」を掲載する予定です。ご一読いただければ幸

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。 
 



クルアーン解説 
 

第４１章［解説された］４９～５１節（１３） 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

人間は善を祈って倦むことがない。そして、彼に災いが襲うと、落胆し、絶望する。（４１：４９） 

そして、もしもわれらが、損害が彼を襲った後で、彼にわれらからの慈悲を味あわせると、必ず

彼は言うのである。「これは私のもの。私はかの時が到来するものとは考えない。また、もしもわが

主の御許に戻らされたとしても、まことに、私にはかれの御許に必ずや至善があろう」。それゆえ、

われらは信仰を拒んだ者たちに彼らのなしたことを必ずや示し、彼らには必ずや峻厳な懲罰を味

あわせる。（４１：５０） 

そしてわれらが人間に恩寵を垂れれば、彼は身を背け、脇を捩るが、災いが彼を襲うと、おおい

に祈る。（４１：５１） 

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（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。 

 

人間は善を祈って倦むことがない。そして、彼に災いが襲うと、落胆し、絶望する。（４１：

４９） 

★ジャラーライン 

 『人間は善を祈って倦むことがない』つまり人間は、財産、健康、それ以外のものを、彼の主に求めてやみ

ません。 

『彼に災いが襲うと』（『災い』とは）貧困と不運です。 

『落胆し、絶望する』アッラーの慈悲に（『落胆し、絶望する』）。また、この節と、その後の節は、不信仰者に

ついて述べられています。 

 

★イブン・カスィール 

人間は良いものを彼の主に祈願すること（ドゥアー）に飽きることがない、とアッラー（至高なる御方か

な）は述べ給うています。それ（良いもの）とは財産や体の健康などです。また、もし彼に災いが襲うと『落



胆し、絶望する』つまり、（与えられた）良いものの後には、自分に何も準備されていないのだと考えます。

それ（災い）とは困難なことや貧困です。 

 

★クシャイリー 

 人間は、利益と平安を求めることにうんざりすることがありません。また、人間は彼の主について知らず、

彼の心が主への立ち戻りの道を塞がれているため、災いが彼を襲えば、絶望してそれの終結を期待しま

せん。 

 

そして、もしもわれらが、損害が彼を襲った後で、彼にわれらからの慈悲を味あわせると、必

ず彼は言うのである。「これは私のもの。私はかの時が到来するものとは考えない。また、もし

もわが主の御許に戻らされたとしても、まことに、私にはかれの御許に必ずや至善があろう」。

それゆえ、われらは信仰を拒んだ者たちに彼らのなしたことを必ずや示し、彼らには必ずや峻厳

な懲罰を味あわせる。（４１：５０） 

★ジャラーライン 

『そして、もしもわれらが、損害が彼を襲った後で、彼にわれらからの慈悲を味あわせると』ラーム

（「wa-la-’in」の「la」）は宣誓導入詞です。 

『慈悲を』富や健康を。 

『損害が彼を襲った後で』不運や試練が（襲った後で）。 

『われらが・・・彼に・・・味あわせると』われらが彼に与えると。 

『必ず彼は言うのである。「これは私のもの」』つまり、私の行いのお陰である。 

『そして、もしもわが主の御許に戻らされたとしても』ラーム（「wa-la-’in」の「la」）は宣誓導入詞です。 

『まことに、私にはかれの御許に至善があろう』つまり、楽園が（あろう）。 

『それゆえ、われらは信仰を拒んだ者たちに彼らのなしたことを必ずや示し、彼らには必ずや峻厳な懲罰

を味あわせる』２つの動詞（『示し』、『味あわせる』）についているラーム（「fa-la-nunaffi’anna」の

「la」と「wa-la-nudhīqanna-hum」の「la」）は、宣誓導入詞のラームです。 

『峻厳な懲罰』激しい（懲罰）。 

 

★イブン・カスィール 

『そして、もしもわれらが、損害が彼を襲った後で、彼にわれらからの慈悲を味あわせると、必ず彼は言う

のである』つまり、ひどい状態にあったのちに、良いものや糧が彼に訪れると、彼らは次のように言うでしょ

う。「これは私のもの、私は本当に、私の主の御許で、それに最も相応しい。」 

『私はかの時が到来するものとは考えない』つまり、彼はかの時の到来を信じません。つまり、彼は恩寵を

与えられたために、威張り、自惚れ、信じませんでした。かれ（いと高き御方かな）が『まったく、まことに人

間は無法に振る舞う、（９６：６）自らを自足したものと見た（９６：７）』（第９６章【凝血】６，７節）と仰せにな

ったことと同様です。 



『また、もしもわが主の御許に戻らされたとしても、まことに、私にはかれの御許に至善があろう』つまり、ま

たもしも来世が存在するのであれば、この世でわが主がわたしに良くしてくださったように、かれはわたし

に必ずや良くしてくださるでしょう。彼は、素行が悪く（来世に）確信（yaqīn）がないにもかかわらず、アッ

ラー（誉れ高き威厳ある御方かな）に希望を抱きます。 

アッラー（称賛されし至高なる御方かな）は『それゆえ、われらは信仰を拒んだ者たちに彼らのなしたこ

とを必ずや示し、彼らには必ずや峻厳な懲罰を味あわせる』と仰せになりました。かれ（至高なる御方か

な）は、それが彼の行為と信仰であるような者へ、懲罰と制裁で警告し給いました。 

  

★クシャイリー 

  もし、われらが彼から試練を取り除き、彼に希望を与えるならば、彼はそれ（希望）を当然のこと、または

偶然の出来事であると見做し、それ（希望）が我らからの恩寵や応答であることを信じません。 

 また、彼は「もし私に復活追い立ての日があるのならば、アッラーから私に恩寵と良いものがあるでしょ

う」と言います。そして後々、彼は事実を知り、彼が想像していたことと反対であると、知るでしょう。その時、

そのように、われらは彼に相応しい懲罰を彼に味あわせます。 

 

そしてわれらが人間に恩寵を垂れれば、彼は身を背け、脇を捩るが、災いが彼を襲うと、おお

いに祈る。（４１：５１） 

★ジャラーライン 

『人間に』種としての（『人間に』） 

『彼は身を背け』感謝（すること）から。 

『脇を振るが』ひどく尊大に振る舞う（が）。 

『振る』ある読誦法では、ハムザ（’）を前に出して『na’ā』と読みます。（注：アル＝ジャラーラインはワルシ

ュの読誦法を採用し、『nā’』と読誦します。 

『おおいに（祈る）』たくさん。 

 

★イブン・カスィール 

それから、かれ（至高なる御方かな）は『そしてわれらが人間に恩寵を垂れれば、彼は身を背け、脇を捩

るが』つまり、敬神行為から退き、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）のもろもろの御命令に従うことに

対して傲慢さゆえに背きました。かれ（威厳に満ちた御方かな）の御言葉『だが、彼は彼の支柱と共に背

き去り』（第 51章【撒き散らすもの】39節）と仰せになっている通りです。 

『災いが彼を襲うと』つまり、困難が（彼を襲うと）。 

『おおいに祈る』つまり、ひとつのことについて長い時間請い願います。冗長（al-‘arḍ 『おおいに』）な会

話とは、言葉において長く、意味において少ないものです。簡潔な会話とは、その反対で、（言葉におい

て）短くて、（きちんと意味を）指し示すものです。 



かれ（いと高きかな）は『そして人間に災難が襲うと、横になって、あるいは座って、あるいは立ってわれ

らに祈る。だが、われらが彼からその災難を取り除くと、彼を襲った苦しみのためにわれらに祈ったことなど

なかったかのように過ごす。こうして法外な者たちには、彼らの行うことが美しく粉飾された』（第10章【ユ

ースフ】12節）と（以前に）仰せになりました。 

 

★クシャイリー 

 人間は試練と恩寵を識別することが出来ません。彼が恩寵であると考えているものうち多くは、欺瞞や

誘惑です。しかし、彼はそれを存続させ（大切にし）ます。恩寵や（悪の）放逐や恵みのうちの多くのものを、

彼は試練と考え不快に思い嫌います。 

また別の説明によると、われら（アッラー）が人間に恩寵を垂れれば、傲慢にそれを所有し、われら（アッ

ラー）が彼に試練を課すと、彼はそれに憤って対峙します。 

 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第４１章５０節 
 

 

س  لَل   و إِنَّ ِلى ِعندَه   نَى  ح   
（意訳）まことに、私にはかれの御許に至善があろう。 

 

إِنَّ          
（接頭辞） 

truly 

まことに（本当に） 

ِلى    ← ي  +     لِ   
                                    （人称代名詞）    （前置詞）           

             私に～がある           私           ～に  

 

ِعندَه  ←ه        +ِعندَ               
（人称名刺）       （前置詞） 

かれの許に       かれの          ～の許に 

س  ال     +َل   س  لَل     ←  نَى  ح  نَى  ح   
                                                        （限定名詞）             （強調） 

必ずや至善が          至善（この上ない善）      必ずや 

 

  



東南アジアのシャーフィイー派 第 1５ 回 
―パターニー② ダウード・アル＝ファターニー ― 

  

アフマド塩崎悠輝  

 

 前回は、現在のタイの南部にあたるパターニーと呼ばれる地域が、ムスリムが多数を占めていて、多くのウラマーの出身

地であること、東南アジアでイスラームを学ぶ中心地の一つであったことについて書きました。パターニーには、ポンドックと

呼ばれる、イスラームのことを学びたいムスリムが集まって住み、ウラマーのもとで弟子入りして学ぶ共同体が、今でも数多

くあります。また、パターニー王国という、ムスリムのスルタンが治める国がありましたが、徐々にタイ王国に支配されるように

なり、現在はタイの一部であるということについても書きました。パターニーのムスリムの人々は、マレーシアのムスリムと同じ

マレー語を話しており、自分たちは同じマレー人であると思っています。パターニーのムスリムは、タイ王国の一部となること

をよしとせず、抵抗を繰り返してきました。ポンドックが社会で大きな役割をもつパターニーでは、ウラマーも抵抗の指導に

あたりましたが、敗れ、多くのムスリムがマレー半島各地やマッカに亡命しました。 

マッカに亡命したウラマーは、「パターニー出身者」ということで、「～・アル＝ファターニー」と呼ばれました。19世紀には多

くのパターニー出身のウラマーがマッカに住むようになっていましたが、その中でも最も傑出していると多くの人々が認めて

いたのが、ダウード・ビン・アブドゥッラー・アル＝ファターニー（1769？-1847）です。 

ダウード・アル＝ファターニーは、高名な学者の息子としてパターニーで生まれました。最初はパターニーのポンドックで学

びましたが、スマトラ島のアチェに移って学問を続けました。1780年代にパターニー王国とタイ王国の間で戦争があり、多

くのウラマーがパターニーから逃れましたが、ダウード・アル＝ファターニーの家族もそうでした。アチェの後はアラビア半島

に移り、マッカで 30年、マディーナで 5年学んだ後、生涯を終えるまでマッカで教えました。 

マッカとマディーナでは、アラビア半島やエジプト出身のウラマーについて学んだ他、ムハンマド・ナフィース・アル＝バンジャ

ーリーやアブドゥルサマド・アル＝ファレンバーニーといった東南アジアを代表するウラマー、その他の東南アジア出身のウ

ラマーについて学びました。マスジド・アル＝ハラームをはじめとするモスクで、ウラマーがそれぞれ各分野の本（マレー語で

いうキターブ）を講読する講義を開いていて、そこに参加して学ぶ、というのが普通の学び方でした。そのため、多くのウラマ

ーの講義に参加することになり、いくつかの講義では、その本を学んだことを証明する免状（イジャーザ）をそのウラマーか

ら得ます。こういった学び方は、現代の学校や大学とは異なりますが、今でも世界各地のモスクやマドラサ、ポンドック、ある

いは個人教授などでは、こういった学び方は今もある程度は維持されています。 

歴史に名を遺したウラマーの多くがそうであったように、ダウード・アル＝ファターニーもまた、その著作と後に続いた多くの

ウラマーの師であったことによって現在まで記憶されています。ダウード・アル＝ファターニーの著作のうち、今でも最もよく

読まれているのは、『ムニヤトゥル＝ムサッリー（礼拝者の望み）』です。シャーフィイー派における様々な礼拝のやり方やドウ

ァーについてマレー語で書いてある短い本で、現在まで繰り返し出版されています。普通に書店で売られて人々に読まれる

とともに、ポンドックでも教えられています。 

ダウード・アル＝ファターニーの学者として水準の高さが高く評価され、やはり現在でも広く読まれているフィクフの本に、

『ブグヤトゥル・トゥッラーブ（学徒たちの望み）』があります。この本は、フィクフの様々な分野のシャーフィイー派の学説（礼

拝やウドゥーをはじめ、サウムやザカート、ハッジなど）を説明したものです。こういったフィクフの概説書がだいたいそうであ

るように、この本も前の時代の古典的なフィクフの概説書を基にしています。主に参照されているのは、シャーフィイー派の

代表的なウラマーであるハティーブ・アッ＝シャルビーニーの『ムグニー・アル＝ムフタージュ（必要を満たすもの）』、東南ア



ジアで非常によく読まれていたイブン・ハジャル・アル＝ハイタミーの『トゥフファー・アル＝ムフタージュ（必要への贈り物）』、

ザカリーヤー・アル＝アンサーリーの『ファトゥフル＝ワッハーブ（唯一である御方の勝利）』などであると考えられます。 

ダウード・アル＝ファターニーの著作は、フィクフだけではなく、アキーダ、タサウウフも含め、四十冊以上あります。タサウウフ

の分野だと、ガザーリーの著作である『ビダーヤトゥル・ヒダーヤ（導きの始め）』、『ミンハージュ・アル＝アービディーン（イ

バーダを行う者たちの方法）』をマレー語に訳しています。これらの翻訳も、東南アジアでのイスラーム理解に大きな影響を

およぼしました。 

ダウード・アル＝ファターニーは、東南アジアのムスリムとしては、ハッジの導き役である「シェイフ・ハッジ」を初めて務めた

人であるともいわれています。ハッジやウムラでは、フィクフで論じられているその場その場でのやり方、唱えるべきドゥアー

がありますが、多くのムスリムは、それらを暗記してはいません。そのため、現代でも世界各地からマッカに巡礼に訪れる

人々のために指導役が同行していたり、マッカ在住の人が指導役になったりします。ダウード・アル＝ファターニーは、東南

アジアからマッカへ巡礼に訪れる人々のために、その指導役を務めていました。シェイフ・ハッジの役割は、その後多くの東

南アジア出身のウラマーに引き継がれていきました。 

次回は、もう一人のパターニーのウラマーで、やはりマッカを中心に多岐に渡る活躍をしたアフマド・ザイン・アル＝ファター

ニーについて書いていきたいと思います。 

 

 

 

【本の紹介】 

★『国家と対峙するイスラーム ー マレーシアにおけるイスラーム法学の展開』 

塩崎悠輝著、作品社 

（amazonの内容紹介より） 

「イスラームの知」は、「イスラーム国家」をなぜ求めるのか? 

近代のイスラーム世界で、イスラームに基づく独自の国家を打ち立てようとする苦闘は、やがて各地で政治的な衝突を引

き起こしていった。ムスリム諸国の中でももっとも日本に距離が近く、多民族が共存し、経済成長の続くマレーシアも例外で

はなかった。中東と東南アジアをつなぐイスラームのネットワークは、20世紀の東南アジアにも大きな影響を及ぼした。ファ

トワー(教義回答)をはじめとする豊富なイスラーム学の一次資料読解を通して、東南アジアでイスラーム法学がどのような

発展を遂げ、政治的に波及したのかを描いた画期的な研究。 

 

★『クルアーン的世界観――近代をイスラームと共存させるために 単行本 – 2017/7/25 

アブドゥルハミード・アブー・スライマーン (著), 塩崎 悠輝  (翻訳), 出水 麻野 (翻訳)、作品社 

（amazonの内容紹介より） 

イスラーム文明は、今、なぜ危機に瀕しているのか?現代の代表的イスラーム思想家による解決策。7か国語で紹介された

重要書、本邦初訳。 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 

【信仰者は、なぜクルアーンの教えを遵守するのか？】 

 

前回の投稿で、創造主アッラーは、クルアーンの教えを遵守する人間に対し、「過去について後悔することも、

将来に不安を感じる事もない」事を約束して下さったと述べました。信仰者が確信してやまないこの約束は、至

高なるアッラーの完全な知識に基づいています。クルアーンに述べられている命令や禁止の規範は、「人間を導

く規範」であり、「個人が不幸な人生に陥る事無く、人類が不幸な顛末に至る事も無いと保証する規範」である、

とアッラーはご存知なのです。 

  

規範とは、人間の自由を禁ずるものではありません。むしろ、これらの規範は人間を人生の成功に導く最短の

道を示してくれます。信仰者は、全ての行いをゼロから試してみる必要はありません。主が下された光に沿って

歩くのです。私達にとって善い事なら、アッラーはクルアーンの中で「しなさい」と仰（おっしゃ）り、私達に

とって悪い事ならば「してはいけません」と仰っています。これが、イスラームで「ハラール」や「義務」、「ハ

ラーム」と呼ばれているものです。つまり命令や禁止事項からなる、イスラーム法です。 

  

ですからこの規範は、「まっすぐな道（アッ＝スィラート・ル＝ムスタキーム）」と呼ばれます。なぜなら「直

線」は、私たちが算数で習ったように、二点をつなぐ最短距離だからです。ここでいう「まっすぐな道」とは、

人間とその幸福の間を結ぶ最短の道です。ですから、もし人間がこのまっすぐな道から外れれば、つまり、主の

教えから外れれば、不幸に直面します。それについては、次回の投稿で、例を挙げて説明しましょう、インシャ

ーアッラー。 

 至高なるアッラーは、私たちが礼拝ごとに唱えるクルアーンの開端（ファーティハ）章において、｛私たちを



まっすぐな道にお導き下さい｝と求めるよう教えて下さいました。また、この道から外れないようにと注意を与

えて下さっています。 

 

アッラーは仰いました：｛また、これはわれのまっすぐな道である、と。 

ならば、それに従いなさい。（ほかの）様々な道に従って、それらがかれの道からあなた方を離れ去らせる事に

なってはならない。｝【家畜章：153】 

 

 ～～～ 

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 

 

 
【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


ハサン中田考著『イスラーム革命の本質と目的 ―大地の解放のカリフ制―』より 

イスラーム政治論概説 
 

序 

 イスラームには「供物」がない。 

 偶像崇拝を厳禁するイスラームに神像がないことは周知であろう。モスクは何もない空間であり、画像にせよ、

彫像にせよ、神を表す像は一切存在しない。 

 モスクには神の像がないだけではなく祭壇がない。教会、寺院、神社などで見られるような、線香、灯明、花

などが捧げられる場がモスクには一切ない。 

 仏壇や神棚にお供えをし、そのお下がりを人間がいただく、といった象徴的行為としてさえも、イスラームに

は神に供え物をするということがない。 

 同じく偶像崇拝を禁ずるユダヤ教では、正式な儀礼では、幕屋の祭壇を作り、動物を屠り焼き尽くしその煙を

主に捧げる。ちなみにこの聖書の儀礼の「焼き尽くす」（ヘブライ語では olah）がナチスの「ホロコースト」の

原義である。 

 イスラームでも、ラクダ、牛、羊は犠牲に捧げられる。イスラームの大祭、犠牲祭は、聖書とも共通するアブ

ラハムが息子を神に捧げる故事にちなんだ儀式だが、祭壇のようなものが作られることは一切ない。象徴的にさ

え屠殺された動物を神に捧げるしぐさは一切なく、肉はその場で切り分けられ、人々に配られる。 

 神は人間の供え物を必要としない。神が命じるのは、人々の間に「モノ」が行き渡ることであり、その命令に

従おうとの人間の意志だけを、神は嘉納し給う。 

 神は、天地の主であり、天にあるもの、地にあるもの、すべてはことごとく神の所有物である。 

 大地は神のものであり、人間もまた神のものである。 

 神から委ねられたものを正しく神に返す。それが人間に与えられたイスラームの使命である。 

続く、インシャーアッラー。 

 

【本の紹介】 

★『カリフ制再興 ―― 未完のプロジェクト、その歴史・理念・未来』 

中田考著、書肆心水 

（amazon の内容紹介より） 

文明の衝突をこえてイスラームの平和をめざす「カリフ制再興」へ。「カリフ制再興」とは何かを初めて詳説し、

戦乱のイスラームから法治のカリフ制への道を示す待望の書、ついに刊行。カリフ制再興は過激な一部の組織だ

けが唱えているものではなく、イスラーム学界では誰も反対する者がない定説であり続けている。そのカリフ制

再興が妨げられ実現しないのはなぜか? 本書は、その歴史的事情と、その理念が現代世界にもつ意味と、カリフ

制再興が開く人類の未来展望とを説き明かす。イスラーム国を根源的に批判し、真のカリフ制を再興するために

必要な歴史的・法学的知識を呈示。 否応なく進行中の国民国家システム変容の意味を明らかにする、かつてな

いユニークな文明論。  



 

 

 

 

大塚和夫『イスラーム的：世界化時代の中で』講談社 

「タウヒード」「シャリーア」「ウンマ」と

いう鍵概念を軸に、イスラームの世界観の体

系を解説。歴史的な展開ではなく、イスラー

ム世界の観念的な成り立ちを考えるための必

携書です。 

八木久美子『アラブ・イスラム世界における

他者像の変遷』現代図書 

黒田壽郎 

『増補新版 イスラームの構造』書肆心水 

アラブイスラーム世界は「他者」をどう表象

してきたのか？ この視点から、クルアーン

から近代アラビア語小説までの色々なテクス

トを丁寧に読み解いていく。読者に寄り添っ

た文体で読みやすい一冊。 

後藤絵美『神のためにまとうヴェール：現代

エジプトの女性とイスラーム』中央公論新社 

近現代エジプトのムスリム女性はなぜヴェー

ルを被る選択をしたのか？ イスラームの宗

教的テクスト／ムスリム女性自身の語り／社

会的な意味付けなどが、バランスよく分析さ

れます。 

「イスラーム世界」と呼ぶべき統一的な客体

は存在したのか？ この言葉はいつからどの

ように使われてきたのか？ 安易な「イスラ

ーム世界」論に一石を投じる、無二のテーマ

を扱う名著。 

羽田正 

『イスラーム世界の創造』東京大学出版会 

保坂修司 

『サイバー・イスラーム』山川出版社 

塩尻和子『イスラームの人間観・世界観―宗

教思想の深淵へ』筑波大学出版会 

アラブイスラーム社会でインターネットはど

のように受け入れられ、利用されてきたの

か？ サイバー空間はイスラームの解釈とム

スリムの現実にどのような影響を与えるの

か？ 現代イスラームの重要テーマの概観を

見通す一冊。 

アシュアリー派神学とムウタズィラ派神学の

古典を読解しながら、イスラームの世界観と

人間観を描く。そのうえで、今日求められる

宗教間対話の基盤を提言する。第一人者によ

る力作。 

シーア派がよくわかります。邦題に「自画像」

とあるように、シーア派の学者である著者が、

「シーア派である我々」を解説した本。翻訳

の文章もとても読みやすいです。 

イスラーム思想最重要人物の主著三篇が、携

帯に便利な小型本にまとまっています。神秘

主義に関係する『誤りから救うもの』と『光

の壁龕』、スンナ派信条を説明した、表題の

『中庸の神学』を収録。 

Ｍ．Ｈ．タバータバーイー『シーア派の自画

像―歴史・思想・教義』慶應義塾大学出版会 

ガザーリー 

『中庸の神学』平凡社 

日本を代表する社会人類学者が「複数の"生きられるイスラーム"」を克明に描く。長年のフィ

ールドワークに基礎づけられた読みごたえのある名著。 

イスラーム 一日一読（1） 
ムジャーヒド松山 日本語で書かれたイスラーム関連書籍をご紹介します。 



編集後記 

みんなで読書会～タフスィール・アル＝ジャラーラインの読書会から～ 

 

編集人（アーリファ）と近所にお住いのムスリマさんたちと一緒にタフスィール・アル＝ジャラーラインの

読書会をしているということを前回編集後記で書いたところ、読者の方からその勉強内容を紹介してほしいと

の声がありましたので、毎月少しですが会の中で話したことの一部を掲載いたします。インシャーアッラー。 

 

今月は第１１４章［人間］の１から３節を読みました。 

第１１４章【人間】１～３節 

慈悲あまねく慈悲深きアッラーのみなにおいて 

言え、「人々の主に守護を求める、（１１４：１） 

人々の王に、（１１４：２） 

人々の神に、（１１４：３） 

 

第２節に、『人々の主』とあります。 

ここで言われている『主』はもちろんアッラーのことです。アラビア語で「主」のことをラッブといいます

が、これは普通名詞で、何かを管理しているものは、アッラーにかぎらず「主（人）」と呼ばれます。家族を

守る主人は、夫であり子供の父親です。夫が働きに出かけた後で家を守る主人は妻であり、子供の母親です。 

読書会に参加している方はみな子供のいる母親ばかりでしたので、話はそこから子どもの教育に移りました。

そして、これに関連した話で情報を提供いただいたのでご紹介します。 

 

●子どもを育てる上での親の責任について 

 

「世俗的にも、宗教も成功させる」 

トロント在住の先生ファラーズ・ラッバーニー（Shaykh Faraz Rabbani）の言葉 

Nurtwing Children : Key Lesson from the Prophet as a parent & Educationから 

（youtubeで、「What Are the Responsibilities of Nurturing Children? - Shaykh Faraz Rabbani」で検索） 

ポイント 

「世俗的にも」 

世俗的な成功とは、稼ぎや物質的なことではありません。アッラーの御満悦を得られる方法でこの世を生きることが出来

ることを意味しています。 

 

おまけ 

簡単 

スィートポテトの作り方 

① 茹でてつぶしたサツマイモに、バニラアイスを入れる。 

② ①を市販の小さいタルト台につめる 

③ はちみつとシナモンを混ぜた卵黄に、②の上部表面をつける 

④ ③を焦げ目がつくまでトーストする（魚焼きグリルで焼けます） 

 



編集後記 

アッサラームアライクム 

今月もムスリム新聞をお読みいただきありがとうございました。 

 

空気も日々暖かさが増し、庭にある梅の木も蕾が膨らんで、もうすぐ咲きそうです。 

 

少し前ですが、中田考『イブン・タイミーヤ政治論集』（作品社）を読みました。わたしが関心を持っている

イジュティハードとタクリードについても述べられていました。イスラームの根本はタウヒード（唯一神信仰）

と言われますが、アッラーだけを崇拝するということです。アッラーの御命令だけに従うというのが、アッラー

だけを崇拝することで、ではアッラーの御命令は何で、その御命令をどのように実行するのか、そこを考えるこ

とが、イジュティハードとタクリードの問題です。かなり大雑把に言うと、イジュティハードは、クルアーンと

スンナを参照して自分で考えて決める。タクリードは、人から教えてもらって人が言うことに従う、ということ

です。アッラーの御命令を、クルアーンとスンナから自分で考えるのはなぜか、と言うと、アッラーのみに従う

ということなので、人の言うことには従わないということだからです。イジュティハードの門はすでに閉じた、

という言葉もあって、すでに自分で決めるなんて無理だから、タクリードしなくちゃね、という立場もあります。

イジュティハードとタクリードは、結局、それぞれ個々人で、その２つを日々の中で折り合いをつけながらやっ

ていくしかないのかなぁ、という感想を持ちました。 

 ほかにも、何が良いことなのか人と話し合うことについてとか、カリフ制の必要性の根拠は何かとか、日々の

商いのやり方など、いろいろ面白い話が書かれているので、みなさんも一度お手にとってみてくださいね。 

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 

「大雪で飛行機が欠航だそうです」 

「それは結構なことです（＾∇＾）」 


