
1 

 

 
 

MINNANO MUSLIM NEWS PAPER 

 

 

 

 

 

  

 

西暦２０２０年 １２月２０日 

ヒジュラ暦１４４１年 ジュマーダー アル＝ウーラー 

３３７号 

 

 

アッサラームアライクム 

 ムスリム新聞読者のみなさんへ  

  西暦２０２０年のカレンダーはもうすぐ終わりを告げようとしています。どんどん、朝と晩の冷え込み

が厳しくなり、ファジュルの時間が遅くなって、早起きをしなくてもいい季節になりました。布団の中があ

たたかいととても気持ちのいい時間を過ごすことができます。もふもふした毛布にくるまりながら、今月も

新聞をどうぞご覧ください。  

م سم الله الرحمان  الرحي   ب 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］２１－２２節（１０） 

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。 

おまえは見なかったのか、アッラーが天から水を下し、それを大地の泉に染み透らせ、それによって、色とり

どりの作物を生え出せ給うたのを。それから、それは枯れ、おまえはそれが黄色になるのを見る。それから、か

れはそれを枯屑となし給う。まことに、その中には賢慮を備えた者たちへの訓戒がある。（３９：２１） 

 

★ジャラーライン 

 『見なかったのか』知らなかったのか。 

 『それを大地の泉に染み透らせ』それを泉の場所に入れ。 

 『それは枯れ』乾燥し。 

 『それが黄色になる』例えば、緑色の後に。  

『枯屑』小さいかけら。 

『その中には賢慮を備えた者たちへの訓戒がある』彼らは、それによって、アッラー（至高なる御方かな）の

唯一性やかれの御力を示すものを、思い起こします。 

 『訓戒』思い起こさせるもの。 

 

★イブン・カスィール 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

おまえは見なかったのか、アッラーが天から水を下し、それを大地の泉に染み透らせ、それによって、色

とりどりの作物を生え出せ給うたのを。それから、それは枯れ、おまえはそれが黄色になるのを見る。それ

から、かれはそれを枯屑となし給う。まことに、その中には賢慮を備えた者たちへの訓戒がある。（３９：２

１） 

アッラーが胸をイスラームに開き給い、そのため、その主からの光の上にある者がか。そしてアッラーの

想念・唱名に対して心が頑なな者に災いあれ。それらの者こそ明白な迷いの中にある。（３９：２２） 
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 アッラー（至高なる御方かな）は、『そして、われらは天から清らかな水を下した。』（第２５章［識別］４

８節）と別の箇所で仰せになったように、水の源泉は天であることを、教えてくださいました。 

 かれが天から水を下し給うた時、それは大地に染み込み、その後、かれが望み給うたやり方で、かれはそれを

大地の中に流れさせ、大小の泉から必要なだけそれを噴出させ給いました。 

それについて、かれ（称賛されし至高なる御方かな）は『それを大地の泉に染み透らせ』と、仰せになりまし

た。サイード・ブン・ジュバイルとアーミル・アル＝シャァビーは、大地にあるすべての水の水源は天であると、

説明しました。また、サイード・ブン・ジュバイルは、「その水源は雪である。つまり、雪は山の上に堆積し、

そして、その麓に降りていき、その裾野から泉が湧き出る。」と、説明しました。 

かれ（至高なる御方かな）の御言葉『色とりどりの作物を生え出せ給うたのを』つまり、「その後、天から下

った水と、大地から湧き出たものによって、それは生え出る。」ということです。 

『色とりどり（の作物）』とは、さまざまな形や、味や、香りや、効能です。 

『それから、それは枯れ』つまり、みずみずしい後に、過熟になる。 

『おまえはそれが黄色になるのを見る。』つまり、そしてそれに枯れたものが混ざりこむ。 

『それから、かれはそれを枯屑となし給う。』つまり、それは枯れた状態に戻り、砕け落ちる。 

『まことに、その中には賢慮を備えた者たちへの訓戒がある。』とは、それについて考えを巡らし、若葉の緑

が美しくあった後に古く醜い状態になるように、現世もそれと同じだと、教訓を得る者たちのことです。 

若者は、老い朽ち、年が増えて、弱い状態になります。そして、その後に、全ての者が死にます。ですから、

幸福な者とは、死後に良い状態にある者をいいます。アッラーは、天から水を下し、それから、水によって作物

や果実が育ち、そしてそれらは枯屑となる、というような言葉で、現世での生活がしばしば例えられています。

（クルアーンの他の箇所で）かれ（至高なる御方かな）は『また、彼らには現世の譬えを挙げよ。天からわれら

が下す水のようで、それによって大地の草木は入り混じるが、やがて破片となり、風がそれを吹き散らす。そし

てアッラーはあらゆるものたち対して力ある御方であらせられた。』（第１８章［洞窟］４５節）と仰せになっ

ています。 

 

★クシャイリー 

アッラーが天から雨を下し給い、それによって作物が目を出して緑になり、それから、それが枯れ始め、つい

には枯屑となるということを、かれは教え給いました。これは人間のことを暗示しています。人は、幼児から、

若者へ、そして熟年へ、そして老人へ、そして、人生のうちで最も醜い状態になり、ついには、消滅します。 

また、別の説明によると、作物は、枯れることがなければ、種が取れません。そして、種は、作物の目的です。

それと同じで、人間は、彼の我欲（ナフス）の（消滅への）到達がなければ、彼に価値はありません。 

また、別の説明によると、理性の力を信じる者であるならば、必然的に、己のために、学知を学ぶこととなり、

正しい理解の光をもたらす成熟が彼に生じます。それから、直観的知識による支配の光が生じて、それまでの光

は見えなくなります。それから、（確固とした）唯一神信仰の光が生じて、それまでのものはすべて消え失せま

す。人々は「完全な朝が来て、朝の明るい光が、それらの星の光を、すべて消しさった。」と詩を詠みました。 
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アッラーが胸をイスラームに開き給い、そのため、その主からの光の上にある者がか。そしてアッラーの想念

に対して心が頑なな者に災いあれ。それらの者こそ明白な迷いの中にある。（３９：２２） 

 

★ジャラーライン 

 『アッラーが胸をイスラームに開き給い』それゆえに、その者は導かれました。 

 『その主からの光の上にある者がか』つまり、「その主からの光の上にある者が心に蓋をされた者と同じであ

ろうか」、ということです。この意味は、その後の御言葉（『心が頑なな者に災いあれ』）が示唆しています。 

 『災いあれ』懲罰の文言。 

 『アッラーの想念に対して心が頑なな者』つまり、聖典クルアーンを受け入れない者。 

 『明白な（迷い）』はっきりした。 

 

★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『アッラーが胸をイスラームに開き給い、そのため、その主か

らの光の上にある者がか。』とは、つまり、「この者と、真実なる御方から心の遠い者の間が、同じであろうか。」

ということです。 

（クルアーンの他の箇所に）かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）の御言葉には『死んでいたのにわれらが生か

し、人々の間を歩くのに携える光をわれらが与えた者が、暗闇にいて、そこから出られない者のようであろうか。』

（第６章［家畜］１２２節）とあります。 

 かれ（至高なる御方かな）はそうして『そしてアッラーの想念に対して心が頑なな者に災いあれ。』と仰せに

なりました。つまり、心が、アッラーの想念に、安らがず、謙虚にならず、身を縮めず、理解しない者です。 

 

★クシャイリー 

 この会話の答えは省略されています。この一節の意味は、「アッラーが胸をイスラームに開き給うた者と、そ

うではないもとが同じであろうか。」ということです。この一節が下された時に、使徒（アッラーの祝福と平安

あれ）は、ここで述べられている、「開く（sharaḥa）」、ということについて尋ねられて、答えられました。

「それは、光が心の中に投げ込まれることである。」すると、「では、そのことにはどんな印がありますか。」

と尋ねられ、彼は答えられました。「欺きの家から身を引くこと、終わりのない永遠の家に立ち戻ること、死が

訪れる前にそれに備えること、がある。」 

 かれ（超越せし御方かな）の御前から与えられた光には、（最初に）学知の星による煌めきの光、それから、

理解による輝きの光、それから、確信の増大による臨席（muḥādarah）の光、それから、特徴の表れによる暴露

（mukāshafah）の光、それから、本体の表れによる観照（mushāhadah）の光、それから、（確固とした）唯一

信仰のさまざまな真実による終わりのない永遠（ṣamadīyah）の光があり、この時には、（アッラーを）見出す

ことも、（アッラーを）見失うことも、（アッラーの方へと）近づくことも、（アッラーから）遠ざかることも

存在しません。ただ、かれこそが、アッラーで、一なる御方で、支配者であらせられます。 
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 『そしてアッラーの想念に対して心が頑なな者に災いあれ。それらの者こそ明白な迷いの中にある。』つまり、

（『心が頑なな者』とは）彼らの心が固く、さまざまな情報の通知がその心に届かず、そして、それらが頑迷な

拒絶の状態にとどまる者です。そのような者は、永遠の迷いと、永続した無知の中にあります。 

 

見てみようアラビア語 

クルアーン第３９章２２節から 

بِِّّهِّ  فَُهَو َعلَى   ن رَّ ِّ .ےنُوٍر مِّ  
（意訳） 

そのため、その主からの光の上にある者がか。 

 فَُهوَ 

 

ُهوَ    فَ   
（代名詞）  （接頭辞） 

彼は      それで  

ن  مِّ
（前置詞） 

～からの 

  

  َعلَى  
（前置詞） 

～の上に 

     

 

 نُورٍ 
（名詞） 

光 

   َربِِّّهِّ 

 ↓ 

ِّ     هِّ    َربِّ
（代名詞） （名詞） 

彼の      主 

 
  

🐪こちらも併せて読んでみるとモット理解が深まります！ 

山本直輝「スーフィズム入門」 

第６回 心の境地（２） 

https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/sufism/9125 

今月の、クシャイリーのクルアーン解釈を理解する助けになります。 

⛄  
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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１２回 

訳著：アーミナ      

 

◆預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の美しい徳性： 

２．すばらしい善行（２） 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の善行を知ることによる影響 

これまで見てきたように、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が私達に信仰を教えてくださり、イ

スラームを教えてくださり、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がいなければ私たちはアッラーのこ

とさえ知ることができなかったことを考えると、また現在も私たちが間違いを犯すたびに、預言者様(彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ)が私達のためにイスティグファール（アッラーに許しを請うこと）をしてくださっ

ていること、そして、最後の審判の日には、ハウドで待っていてくださり、また私達のウンマの全員が一人残ら

ず地獄から出されるまで、何度も地獄とアッラーの玉座の間を行き来して、アッラーに涙ながらスジュードをし

て私達のために頼んでくださることを考えると、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の私たちへの善

行が、どれほど大きなものかを理解します。それは、自分の両親よりも大きく、子どもやご主人よりも、兄弟姉

妹よりも大きく、また、自分自身よりも自分にとって大きいくらいです。預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平

安あれ)は、私たち自分自身よりも私たち自身に尽くしてくださるお方なのです。 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の素晴らしさを理解すると、私達の心は、預言者様(彼の上にア

ッラーの祝福と平安あれ)への愛情で満たされます。また、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のスィ

ーラ（伝記）やシャマーイル（徳性）を読んで預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のことをたくさん

考えたり、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への平安を送ること（サラート・アラ・ンナビー）を

すると、それも毎日たくさんすると、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への理解が増し、預言者様

(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情が心の中に増していき、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平

安あれ)のことを感じ、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)が感じているご心配を、私達の心でも感じ

るようになります。 

 

 預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のお悩み、ご心配というのは何でしょうか？ウンマの一人ひと

りが犯す悪行に対して、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の心は悲しみ、私達のためにアッラーに

許しを請っている預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご心配は、もちろんイスラームのウンマに属

する私たちムスリムが、一人残らず天国に入ることです。これが預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)

の最大のご心配ごとです。 

 

私達の心の中に、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情が真に満ちてきた証拠は、その人の

心が預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の、このウンマに対するご心配を感じるようになり、預言者

様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)のご心配の光から一筋の光が送られ、それを受けた心は、自分の周りの

人たちをアッラーへと導くことの重大さを感じるようになることです。そしてその人は、周りの人たちに対する
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深い慈悲と慈愛により、心からの心配により忠告をするようになります。自分の知り合いの状況に目をつぶった

り知らないふりをしたりせず、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)がされていたように、自分に関わ

る人たちに良いアドバイスをし、自分が話す人たちすべてに対して、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安

あれ)のように心配し、同情と心からの心配を持って彼らの状況と改善方法を真剣に考えるようになります。預

言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の心から、ウンマへのご心配を少しでも減らし、預言者様(彼の上に

アッラーの祝福と平安あれ)の心に喜びを投げかけたいと思います。 

 

この尊い光が心に入った人達は、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への愛情によって人々をアッ

ラーへと、善いことへと導き、またダアワによる人々からの悪い反応や迫害にも耐え、預言者様(彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ)とのつながりが一層深くなり、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

心の中にどんどん増していきます。サハーバたち（アッラーのご満悦あれ）がかつてそうであったように。 

 

アッラーが私たちに預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)への真の愛情をお恵みくださいますよう

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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『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（８） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

７．「イスラームの家」 

 

 カリフ政権において、カリフはただ一人でなければならず、カリフの並立、分裂は厳しく禁じられているこ

とは既に述べた。それはイスラーム的秩序が、移動の自由の保障を含むからである。クルアーンの中で、天使

が言う。「・・・アッラーの大地は広く、お前たちはその中で移住できるではないか・・・」（４：９７） 

 また「信仰する我が僕よ。我が大地は広い。それゆえ私をこそ崇拝せよ。」（２９：５６）の「大地は広い」

の句をイブン・アッバースのクルアーン注釈は、「マディーナの地は安全なので、そこに移住せよ」、と注釈し

ている。（注１）つまり「イスラームの家」はムスリムが誰でも移住できる場所でなければならない、というこ

とである。 

 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。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「領域的国民国家」に分断されることは許

されない。 

 なぜなら「お前たちが互いに知り合うために、われらはおまえたちを、多くの民族、種族とした」（４９：１

３）と言われる通り、アッラーが、人間を相異なる民族に造り分けたのは、互いに知り合うためであり、移動

の自由はその前提条件であるからである。またアッラーは、「大地を旅し、（アッラーが）いかに創造を始めた

かを見よ」（２９：２０）、 

「・・・大地を旅し、（預言者たちの宣教を）嘘として拒んだ者たちの末路がいかにあったかを見よ」（３：１

３７、６：１１、１６：３６）と自然史、人類史を学ぶために地上を旅してまわることを命じている。イスラ

ームの宣教にとって、国境の廃絶による大地の解放、イスラーム的秩序の一体性は本質的条件である。 

 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障するのである。（注２） 

 カリフ政権によって統治されるイスラーム的秩序の場、あるいはイスラーム法の法治空間を「イスラームの

家（dār al-Islām）」と呼ぶ。「イスラームの家」とはムスリムの権力により治安が維持され、イスラーム法が施

行される空間である。（注３） 

 ウンマ（ムスリム共同体）を束ねるカリフがイスラーム法によって統治し、多数の宗教共同体が宗教的自治

を享受して共存する法治空間が「イスラームの家」であり、イスラームの広宣の使命とは、このアッラーの大

地、即ち地球全土を「イスラームの家」に変えることである。 

 イスラームは信仰を強制することはないが、イスラーム的秩序、イスラームの法治空間、「イスラームの家」

は武力によってでも全地球上に広げられなければならない。なぜか。 

 イスラームとは、アッラーへの絶対帰依を捧げること、つまりアッラーの命令にのみに服従することを意味

する。換言すれば、イスラームとはとは、アッラー以外に命令を下すあらゆるものの支配を否定することであ

る。狭義の宗教のような人間の内心のみにかかわり、自らが自分の判断で服従するものに関しては、その支配

からは自分で考えて判断した上で自らを解放するしかなく、外から力づくで変えることはできない。 

 しかし暴力によって強制されている外的な支配、即ち政治的支配が存在する場合には、対抗暴力によって支

配者の手から被支配者を解放する必要がある。それゆえイスラームは、人民を自分の支配領域に囲い込み、徴
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税の名の下に搾取する地域的支配者とその手先から、人民を解放するために、剣を携えてイスラーム的秩序の

広宣を行ったのである。 

 こうして外的な政治的支配から解放され、「イスラームの家」の内部での自由な移動、経済活動が保証された

後には、非ムスリムが、「イスラームの家」の中でムスリムが実践する全面的に展開されたイスラームの全シス

テムを自ら見て体験したうえで、それを学び受け入れ、自分を縛っていた過去の宗教、慣習の束縛から自らを

解放し、アッラーのみへの服従を受け入れるかどうかは、本人の選択に任される。（注４） 

 地球は地域によって気候も違い、地下資源にも偏りがあり、また人災、天災によって、一時的にある地域で

の生活が困難になることもある。それゆえ移動の自由こそが、人々の間に公正な生活を可能にする一歩なので

ある。 

 それゆえ人々の移動を妨げる国境の廃絶は、イスラーム的秩序の不可欠の一部であり、そのためには世界を

分け合う世界各国の支配者たちが自分たちの既得権を守るためのカルテルである「領域国民国家」システムを

許さない唯一のカリフの存在が要請される。 

 イスラーム世界に埋蔵されている石油は世界全体の埋蔵量の７４％を占めている。「ムスリムは、（１）水、

（２）草、（３）火の３つの物の共同所有者であり、その代価を取ることは禁じられている」とのハディース

（イブン・マージャ）を典拠に、液体埋蔵物である石油は、ムスリム全体の富であって誰もそれを独占所有す

ることは許されない、とイスラーム法は定めている。（注５）それは公有財でありカリフが管理し、その所有は

ムスリムの公益のために用いられなければならない。ところが現実には、その富で湾岸産油国が世界一の高層

ビルの建設に狂奔する一方で、スーダン、ソマリア、アフガニスタンなどの国々は飢餓、絶対的貧困に苦しん

でいるのである。 

 「隣人が傍らで飢えているのを知っていながら、満福で眠る者は私を信じていないのだ」（ハディース：アル

＝バイハキー、アル＝ハーキム）、「信仰者が互いに愛しあい、慈しみあい、親しみあう様は、一つの身体のよ

うで、ある部分が苦痛を訴えれば、そのために他の全ての部分が互いに呼ばわり役を徹して熱をだす」（ハディ

ース：ムスリム）と預言者ムハンマドがムスリム同士の相互扶助を説かれているにもかかわらず、ウンマの現

状は、国境の檻に阻まれて、豊かな国の富は貧しい国に行き渡らず、貧しい国のムスリムは同じ同胞のムスリ

ムでありながら豊かな国に移住することを許されない。それは「領域国民国家」という牢獄がムスリムのウン

マを分断しているからに他ならない。 

 その「領域国民国家」システムを前提としたＯＩＣ（イスラーム諸国協力機構）のような組織は、イスラー

ムの連帯を謳う外見とは裏腹に、ウンマの分裂の現状を固定化し、真のイスラームの統一、カリフ政権と「イ

スラームの家」の再興を阻止するためにイスラーム世界を分割統治する支配者たちが、互いの縄張りを荒らさ

ないことで手打ちした「カルテル」であり、ウンマの連帯、団結を希求するムスリム民衆の目からウンマの分

裂の現状を隠蔽し、あたかも連帯が存在しているかのような幻想を与え、ウンマの連帯意識に適当なはけ口を

与え、欺くためのまやかしに過ぎないのである。（注６） 

 

（注１）Ibn ‘Abbāṣ, Tanwīr al-Miqdās Tafsīr Ibn ‘Abbās, Berūt, 1992, p.423. 

（注２）イスラームにおいて自由な移動が禁じられるのは、伝染病が流行した場合の、地域住民の隔離のみで

ある。典拠は、「どこかの地でそれ（疫病）を耳にしたなら、そこに入ってはならない。またお前たちがいる場

所でそれが発生したらそれから逃げ出してもならない」との預言者のハディース（アル＝ブハーリー、ムスリ

ム、アフマド）である。 

なお、マッカ、マディーナの両聖地は、シャーフィイー派とハンバリー派によると異教徒禁制の地であるが、

ハナフィー派とマーリキー派は異教徒の入城を認めている。Cf., al-Wahbah al-Zuḥalī, al-Fiqh al-Islami wa 

adillatu-hu, Damasuūs, 1997, pp.5870-1. 

（注３）Cf. Muḥammad Khair Haikal, al-Jihād wa al-qitāl fī al-Sharī‘ah al-Ismāmīyah, Beirūt, 1996, 
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p.669. 

（注４）非ムスリムの「イスラームの家」への入国の許可の典拠となるクルアーンの聖句「もし多神教との一

人がお前に庇護を求めてくるなら、アッラーの御言葉を聞く事が出来るように、その者を庇護してやれ。そし

てその後で彼を安全なところまで送り届けよ。それは彼らが無知な民だからである。」（９：６）も、非ムスリ

ムが「イスラームの家」の内部で、政治、経済、法律を含む総合的な生のシステムとしてのイスラームがいか

に実践されているかを実見して学ぶことを目的としていると解釈できる。 

（注５）al-Zuḥalī, op.cit., p.1858, Taqiuddin an-Nabhani, The Economic System of Islam, London, 

1997, p.209. 

（注６）それは以下に見る通りの、ＯＩＣの創設の経緯からも明らかである。１９５０年から６０年代にかけ

て、アラブ世界では旧ソ連の支援を受けたエジプトのナセルや、シリヤ、イラクのバアス党などが独立の余勢

をかい、アラブ社会主義によるアラブ世界での覇権の確立を目指した。このアラブ社会主義による既成秩序へ

の挑戦に対抗して、湾岸の王政諸国を糾合し、イスラーム外交の名の下にアラブ社会主義を共産主義＝無神論

と断じるイデオロギー闘争を展開したのがサウディアラビアのファイサルであった。そしてエジプト・シリア

統合の失敗、シリア・イラク両バアス党の分裂、エジプトのイエメン内戦への介入の失敗、そして６７年の第

３次中東戦争の敗北などによって、アラブ社会主義は最終的に自壊した。そして財政、外交的支援を条件にナ

セルがファイサルの軍門に下り、アラブ社会主義陣営が覇権への野望を放棄することによって、ファイサルの

「イスラーム」外交が結実したのが、６９年のＯＩＣ（イスラーム諸国会議機構）（２００８年現在加盟国５７

国）の創設決定だったのである。 

 

⛄ ⛄ ⛄ 

 

📚 おすすめ読み物 

🥚『やさしい神さまのお話』中田香織著、中田考監修、山本直輝序、百万年書房 

 神さまをとおして、私と、私をとりまく世界とが、ふたたび結び付く。私じしんを見直すきっかけが見つかる

でしょう。この本を読めば、忙しいと、つい、「自分が！、自分が！」と頑張ってしまうじぶんから解放されるで

しょう。 

 

🥚『俺の妹がカリフなわけがない！』中田考、晶文社 

 ≪自由・平等・友愛・寛容・人道≫をかかげるグローバル企業≪リヴァイアサン≫は、「被造物に仕えることで

創造主に仕える」人間を作り、人類の尊厳の確立を目指す立派な企業なのに、その企業が後押しする石造無碍や

それを取り巻く人々はとても胡散臭く、信用が置けません。このお話を読むと日々心の中でうまく処理できなか

った気持ちが何だったのか見えてきます。とても綺麗でそしてとても正しい言葉なのに、なぜか、じぶんの頭の

片隅で、その言葉の周りに黒い影がチラチラ見える。そのような言葉や動画に囲まれて暮らし、情報がつぎつぎ

にじぶんに飛び込んできても、それを処理しきれず、フリーズしたパソコンのように、どうしたらよいのかわか

らないまま、どこかに進んでいるようで、ぐるぐる思考が空回りしています。虚構と幻想に囲まれた生活の中、

ぐるぐる回ることにすこし一息つきたいときに、この本を読んでみると、心がゆっくり落ち着けるでしょう。
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１０歳のためのイスラーム学習（７） 
 

ムジャーヒド松山 

 

著者から一言 

 このページに掲載させて頂くのは、おも

に「六信五行」をテーマに、私家版教材と

して作ったものです。少説明不足な点があ

ったりするかもしれませんが、１０歳前後

の子を教える相手に想定しているため、あ

えてざっくりした表現を使っています。そ

の点、ご容赦ください。本来、自分で使う

ためにつくっただけで、公開するような類

のものでもないのですが、なにかの御参考

になればと思い、 
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イスラーム学習２ 
著者アブドル・アジーズ 

訳者：Ｍ 

監訳：ハビーバ中田香織 

１１．預言者ムハンマド（２）  

 

 預言者ムハンマド（彼に平安と祝福あれ）の母親アーミナは、乳母を待っていま

した。サアド族は、よく乳の出る乳母がいることで有名でした。 

 乳母たちが、赤ちゃんを探しにやっとマッカにやって来ました。ハリーマも乳母た

ちの一人でした。彼女たちは世話をする赤ちゃんをあずかり、赤ちゃんの父親から、

お金を受け取りました。 

 

 その年は、雨が降りませんでした。ハリーマと彼女の夫は、貧しく、食べ物に困っ

ていました。彼らの飼っている雌牛も、一滴の乳さえ出しませんでした。彼らの幼い

息子は飢えて泣き、彼らは、夜じゅうほとんど眠ることができませんでした。 

 

 ハリーマと一緒に来た乳母たちはみは、世話をする赤子を得ましたが、ハリーマに

はいませんでした。ムハンマドの父親が亡くなっていたため、ムハンマドを世話しよ

うという乳母は、だれもいませんでした。「だれが、この子のためにお金を払うので

しょう？」と、彼女たちは考えたのでした。ハリーマは、てぶらで家に帰りたくはあ

りませんでした。それで、ハリーマは、ムハンマドを引き取ることにしました。彼女

は、ムハンマドを腕に抱き上げて、出発しました。 
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練習 

Ａ．次の質問に文章で答えましょう 

１．アーミナとは、だれのことですか？ 

２．サアド族は、どのような部族として有名ですか？ 

３．よく乳の出る乳母たちが、生まれたばかりの赤子を探していたのは、なぜです

か？ 

４．ハリーマとは、だれですか？ 

５．ムハンマドの世話をしようとする乳母がいなかったのは、なぜですか？ 

 

Ｂ．次の文章を完成させましょう 

１．アーミナは           

２．その年、雨は           

３．ハリーマの息子は        泣きました 

・ありませんでした ・空腹のため ・乳母を待っていました 

 

 ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ ⛄ 
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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） 

 去年よりもはやく初雪になり、空気の冷たさが体の中に入ってきて、体の芯がじんじんと冷えて、ご飯を食

べても寒いし、湯たんぽをぎゅっと体に押し付けても寒いです。不思議なことに、掃除をやるぞ！とか、洗濯物

を干すぞ！とか、ケーキを作るぞ！と、思い立った途端、体のなかで火が燃え始めるのか、ちっとも寒さを感じ

ず、むしろ、ポッポと体がほてってきて、汗ばむときもあります。この不思議な火種は、じぶんの思い通りに付

くわけではなく、どこからともなくやってきます。いつも、体の中にこの火があれば冬も寒さを感じずに済むの

ですが、とりあえずは、寒くなったら、むやみに家の中を歩き回ることにしています。 

アッラーが天から水を降らし給い、大地から緑の目が出て、それから青々と茂り、それから黄色く色づいて、

そして黄色くなった葉はボロボロとくずれて大地に散っていきます。まさにいまがその季節です。預言者の教え

によると、人は、アッラーから心に光を与えられると、心が広がり、現世から身を引き、来世に心を寄せ、本当

に来る死の前に死ぬ準備をするようになるそうです。コロナウイルスによって、いつもは目を背けていた「死」

という言葉が、身近に感じられるようになりました。アッラーからの恵みでしょうか、コロナによって、本当に

じぶんはいつかは死ぬのだという事実が目の前にやってきました。もしわたしが、そして、じぶんの家族が、コ

ロナにかかって、死んでしまうことがあったらどうだろうか。コロナでなくとも、何かの事件や、事故で、なん

の準備もないままに、人が亡くなってしまうことを、実は、新聞で毎日のように知らされています。 

 先日、とある方のブログで、近々ご結婚される義理の弟さんに向けて、毎日機嫌よく暮らしてくれればいい、

とメッセージを述べられていて、本当にそうだな、いつもアッラーに感謝して、家族に感謝していれば、いつも

機嫌よく過ごせるはずだし、そうあれば、悲しみがやって来た時に、家族にあんなひどいことしなければよかっ

たと後悔することもないのだと気がつきました。そこで、いつかは来る悲しみが後悔の悲しみにならないように、

毎日家で機嫌よく過ごすことにしました。 

機嫌よく過ごすためには、「自分が嫌なことはしない」のが１番手っ取り早い方法です。それから、「嫌なこ

とがあってもすぐ忘れる」ことができれば、いつも機嫌がよく過ごせます。いまのところ、こちらは一番目より

も少し難しそうですが、すぐ前にやろうと持っていたことを忘れる、ちょっと前に人に言われたことを忘れる、

ということが、いまにおいても、しばしば見られるので、もうすこし年をとれば、心配することなくそのうちで

きるようになるでしょう。インシャーアッラー（アッラーがお望みならば）。 

私たちはアッラーが許し給うなら来世で再び会えることを知っているので、その時まで現世の待合室でアッラ

ーに感謝しつつできれば気楽に時間を過ごし、その間に、避けることのできない死が訪れる前に準備がちゃんと

できますように。アーミン。 

ワ アライクムッサラーム ワ バラカートフ（みなさんに平安とアッラーの恵みがありますように）。 


