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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。 

ずいぶん涼しくなり、家の庭で鳴く鳥の声に夏から秋への移り変わりを

感じます。秋の風にあたりながら是非ご一読ください。 
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クルアーン解説 

第４０章［赦す御方］２１～２２節（７） 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

彼らは、地上を旅し、彼ら以前のものたちの末路がどのようなものであったかを見ていないのか。彼らは

彼らよりも力と地上の事跡において勝っていた。だが、アッラーは彼らの罪ゆえに彼らを捕らえ給うた。そ

して彼らにはアッラーからの守り手などいなかった。（４０：２１） 

それは、諸々の明証と共に彼らの使徒たちが彼らの許にやって来たのに、彼らは信仰を拒んだからで、そ

れでアッラーが彼らを捕らえ給うたのであった。まことに、かれは力強く、懲罰に厳しい御方。（４０：２２） 

 

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。） 

『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」はすべてアッラーのことです。 

 

彼らは、地上を旅し、彼ら以前のものたちの末路がどのようなものであったかを見ていないのか。彼らは彼ら

よりも力と地上の事跡において勝っていた。だが、アッラーは彼らの罪ゆえに彼らを捕らえ給うた。そして彼ら

にはアッラーからの守り手などいなかった。（４０：２１） 

 

★ジャラーライン 

 『彼らは彼らよりも・・・勝っていた』の『彼らよりも（min-hum）』は、別の読誦法で、『あなたがたよりも

（min-kum）』とも読みます。 

 『地上の事跡』貯水槽や城。 

 『アッラーは・・彼らを捕らえ給うた』つまり、彼らを滅ぼし給うた。 

 『彼らにはアッラーからの守り手などいなかった』つまり、かれの懲罰からの（守り手）。 

 

★イブン・カスィール 

 『彼らは（地上を旅し）』つまり、「ムハンマドよ、これらの者らは、はおまえの使信について嘘つき呼ばわり

した者たちである」ということです。 

 『彼ら以前のものたちの末路がどのようなものであったかを見ていないのか』つまり、クライシュ族よりも力

が強かったにも拘らず、預言者たち（アッラーの祝福と平安あれ）を嘘つき呼ばわりした共同体に起きた苦難と
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懲罰を（『見ていないのか』）、ということです。 

 『彼らは彼らよりも力と地上の事跡において勝っていた』クライシュ族が建てることのできなかったさまざま

な建築物、特徴的な建物、そして住居などで、彼ら（不信仰者たち）は地上に痕跡を残しました。クルアーンの

別の節で、アッラー（誉れ高き威厳ある御方かな）は『またわれらは、われらがおまえたちをそれに就けなかっ

たものに彼らを就けた』（第４６章［砂丘］２６節）と仰せになりました。また、かれ（至高なる御方かな）は『ま

た、大地を耕し、彼が建てたよりも多くそれを立てた』（第３０章［ローマ］９節）と仰せになりました。彼らの

使徒を彼らが信じなかった罪ゆえに、彼らには強靭な力があったにもかかわらず、アッラーは彼らを捕らえ給い

ました。 

 『そして彼らにはアッラーからの守り手などいなかった』つまり、「そして、誰一人として、彼らからアッラー

の懲罰を妨げ、彼らからそれを引き離し、彼らを守ることはできなかった」ということです。次節で、彼らと彼

らが犯した彼らの罪をアッラーが捕まえ給うた理由を、かれは述べ給いました。 

 

★クシャイリー 

 人々は、地上の端々を己の自我と共に旅し東方から西方までそれ（自我）を熟考するために歩き回り、その結

果それ（自我）を捨てたのではなかったのでしょうか。 

人々は、開示の光を目撃するために思索を巡らすことで王国を己の魂と共に旅し、その結果それ（「開示の光」）

を悟ったのではなかったのでしょうか。 

人々は、諸々の真理の支配に身を賭すため、またありとあらゆる被造物から解放されるために、久遠の地を己

の心奥と共に旅をしたのではなかったのでしょうか。 

 

 それは、諸々の明証と共に彼らの使徒たちが彼らの許にやって来たのに、彼らは信仰を拒んだからで、それで

アッラーが彼らを捕らえ給うたのであった。まことに、かれは力強く、懲罰に厳しい御方。（４０：２２） 

 

★ジャラーライン 

 『諸々の明証』明らかなはっきりとした預言者の奇跡。 

  

★イブン・カスィール 

 『それは、諸々の明証と共に彼らの使徒たちが彼らの許にやって来たのに』つまり、明白な根拠と、決定的な

論拠と共に。 

 『彼らは信仰を拒んだからで』つまり、この明証と諸々の論拠を信じることなく彼らは異議を唱えました。 

 『それでアッラーが彼らを捕らえ給うたのであった』アッラー（至高なる御方かな）は彼らを滅ぼし、壊滅さ

せ給いました。また不信仰者にはそのような定めが待ち受けています。 

 『まことに、かれは力強く、懲罰に厳しい御方』つまり、かれの懲罰は、たいへん激しく痛々しいものです。

私たちはアッラー（称賛されしいと高き御方かな）にそれからのお援けを求めます。 

  

★クシャイリー 

 修行中で、とある目的を持った者が罪を犯したならば、その者が目指したものには到達しません。それゆえ、

彼（修行中の者）の気持ちをときどき彼の先生（シャイフ）たちへ混ぜ込むというような異議申し立ては、彼（道

半ばの者）の孤立をもたらす、ということを知りなさい。ほんとうに、先生たちは、道を進む者たちにとって使

者の役割を果たします。ある言い伝えに、『民にとって先生は、共同体にとっての預言者のようなものである』と

あります。 
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見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章２１節から 

 

  
 

（意訳）だが、アッラーは彼らの罪ゆえに彼らを捕らえ給うた。 

  
                  

 

 

 

                                                                         （人称代名詞）  （動詞）     （接続詞）    

だが、彼らを捕らえ給うた       彼らを     捕らえた       だが          

 

 

 

（人称代名詞） （名詞） （前置詞） 

彼らの罪ゆえに   彼らの  罪（複数形） ゆえに 

 

  

 

ُ ٱفَأََخذَُهُم  م  بِذُنُوبِهِ َّلله  

 

     فَأََخذَُهمُ    ⇐  َف+  أََخذَ +ُهمُ    

بِذُنُوبِِهم   ⇐ِب + ذُنُوِب +ِهم    



5 

 

 

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 

 

 イスラーム教徒の第一の拠
よ

り所に関し

疑惑を招こうとする人々が、この疑問を提

示する事はよくあります。なぜならば、聖

クルアーンは、イスラーム教徒がアッラー

の定めた決まりを知るために、最初に参照

するものだからです。ですから、無知な

人々は、それに関し疑念を起こさせ、イス

ラーム教徒たちをその宗教の源から遠ざけ

ようと努めます。又、彼らは、クルアーン

以外のイスラームの典拠に関しても同様

に、疑惑を提示しています。 

 実際の所、クルアーンが神からの啓示で

ある事は、その存在を誰も疑わない太陽の

ように明らかです。太陽は誰の目にも明ら

かで、それが昇ったことを証明する必要は

ありません。しかし、目が見えない人は、

太陽が見えないので、その存在を否定する

かもしれません。その場合でも、太陽の熱を感じれば、ただちにその存在を認めるでしょう。 

 同様に、クルアーンの内容を知らない者の理性は、それが神の啓示だという事が見えません。それが理解で

きません。ですから、それがアッラーから下されたものだという証拠を要求します。理性で内容を知ろうとも

せず、また自分達の五感も閉ざしています。従って、「クルアーンを生きる指針とした人々の社会」と、「ク

ルアーンから隔絶した社会」を比較した場合に明らかになる、人類史上におけるその計り知れない影響に気づ

かないのです。 

 そこで、まず私達は、それがアッラーから下された啓典だという事を示すクルアーンの内容をいくつか取り

上げます。その後、クルアーンの教えに従って生きたサハーバ（教友。彼らにアッラーのご満悦あれ。つま

り、預言者様―彼の上にアッラーの祝福と平安あれ―の弟子の第一世代）やタービウーン（サハーバの次の世

代）の社会と、それ以外の社会との比較をしたいと思います、インシャーアッラー。 

 クルアーンの内容に関しては、文体の面と、扱っているテーマの面から見る事が出来ます。その文体に関し

て言えば、アラブ人はそれ以前、「詩」と「散文」という二つの文体を持っていましたが、聖クルアーンは、

そのどちらにも当てはまりません。アラブ人がそれ以前には知らなかった、独特の文体です。彼らの母語で下

ったにも拘(かかわ)らずです！ 

 

次回に続く、インシャーアッラー… 

 

 



6 

 

【クルアーン無料レッスンのお知らせ】 

ダマスカス留学生有志 

 

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 

 

 

mailto:welove.allah@hotmail.com
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ２０ 回 
― ミナンカバウのシャーフィイー派 １ ― 

  

アフマド塩崎悠輝  

 

  前回は、インドネシアのアチェの話、どのようなシャーフィイー派のウラマーがいて、彼らが書いたどのような本が伝えられ

ているのかについて書きました。今回からは、インドネシアの地方の一つで、アチェと同じくスマトラ島にあるミナンカバウに

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。ミナンカバウ、というのは、日本人が観光でよく行く場所とはい

えず、ジャカルタほどの大都市ではないので、日本でそれほど有名というわけではないと思います。しかし、アチェと同様、イ

スラームを学ぶことにおいて大変熱心な土地柄であり、多くのウラマーを輩出してきました。東南アジア出身者としては、歴

史上でただ一人、マッカのマスジド・アル＝ハラームのイマームとなったアフマド・ハティーブ・アル＝ミナンカバウィーもミナン

カバウ出身です。 

ミナンカバウは、現在のインドネシアの行政では、「西スマトラ州」という場所にあたります。中心的な都市は、パダンとい

います。ミナンカバウの人々は、「ミナン人」と呼ばれ、「ミナン語」という言葉を話します。学校では、インドネシアの他の地域

同様、標準語であるインドネシア語を習います。また、伝統的には、イスラームについて学ぶ際の東南アジアの共通語であっ

たマレー語の本は、ここでも読まれてきました。ミナンカバウには、数々の特色のある文化がありますが、まず目につくのは建

物の屋根で、牛の角のように両端が盛り上がったかたちをしています（船のかたち、ともいわれます）。女性が結婚式など

の行事の時にかぶる帽子も、同じように両端が盛り上がったかたちをしています。ミナンカバウの料理は、パダン料理として

広く知られていて、最初にまずたくさんのおかずの皿がテーブルに並べられ、その中から食べた分だけ支払う、というのが

特徴です。おかずの中には、牛肉をつかった料理も数多くあります。「ミナン」はミナン語で勝利、または勝利者のことで、

「カバウ」は水牛のことです。 

パダン料理がインドネシア全土をはじめ、マレーシアなどでも広く知られるようになった背景に、ミナンカバウの男性の多

くが出稼ぎに行くという文化があります。ミナンカバウでは、牛などの財産を相続するのは女性で、男性は若いうちは外に

出て、財産を成してから帰ってくるのがよいとされています。出稼ぎの方法は、商売でも職人でも、パダン料理屋でも何でも

よいのですが、歴史的に多くのミナン人がマッカなど中東各地にもやって来て、多くのウラマーを輩出してきたのも、この文

化と大いに関係があるでしょう。マレーシアの州の一つで、ヌグリ・スンビラン州というところがありますが、この州は、統治者

の一族をはじめ、ミナンカバウから移住してきた人々が中心になっている州で、ミナンカバウの文化がまだ残っています。日

本に住んでいる 3 万人程度のインドネシア人の中にはミナン人も少なくありませんが、このこともやはり、ミナンカバウの男

性の出稼ぎの文化と関係しているでしょう。 

ミナン人が世界各地に出稼ぎに行って、財産を成して帰ってきたことは、ミナンカバウの社会を豊かにしました。単に、経

済的なことだけではなく、世界各地の文化や流行、食べ物、ファッションなどが持ち帰られました。また、マッカなどから帰っ
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てきた人々からは、イスラームの学問や新しい解釈が持ち帰られました。ミナンカバウには、女性による財産の相続をはじめ、

他のムスリム社会とは違った独自の習慣がありました。世界各地のムスリム社会でも、それぞれ独自の習慣、あるいはそれ

が社会に広く認められた決まり事となっている慣習法があります。このような慣習（法）をアラビア語でウルフ、またはアー

ダ（マレー語／インドネシア語では「アダット」）といいます。クルアーンとハディースに基づいた法学では、人間の行う多くの

事柄について、やらなければならないこと、やってはならないこと、やったほうがいいこと、やらないほうがいいことが論じられ

てきました。イスラームの啓示ではっきりと示されている、ハラールなことやハラームなこともありますが、クルアーンやハディ

ースには示されていないこと、各地の独特な習慣や文化もあり、それらはアーダに相当します。日本でいえば、ひな祭りはど

うか、お月見はどうか、成人式や結婚式、他にも服装や食べ物のこと等々、この社会特有の習慣や文化、あるいは決まり事

がたくさんあります。そういったものをイスラームのフィクフでどう判断するのかは、まずクルアーンやハディース、あるいは過

去の法学派の学説に照らし合わせてみることができますが、それらには示されていないこともあります。もしイスラームの教

え（シャリーア）から見て問題なさそうであれば、習慣や文化、従来からの決まり事はそのまま続けていく、という対応が各地

でとられてきました。 

現地の習慣や文化のどれがシャリーアから見て問題ないといえるのか、は世界各地で議論されてきました。ミナンカバウ

の場合、19 世紀の初め、ハッジから帰ってきた人々が、アラビア半島で起きていた変化に影響を受けて、多くの習慣や文

化はシャリーアに反していると主張しだしました。もっとも、彼らが特に問題視したのは女性による相続よりも飲酒や賭博で

した。「パドリ」と呼ばれたこのグループは、ミナンカバウの王家とも対立し、やがて植民地化を進めるオランダとも戦い、パ

ドリ戦争と呼ばれる戦争が 35 年間続きました。戦争はパドリ側が敗れ、現在までミナンカバウの習慣や文化は続いていま

す。同時に、習慣や文化がクルアーンとハディースに照らして問題ないか、ということがこの戦争以降、より意識されるように

なったともいえます。 

次回は、ミナンカバウ出身のウラマーの中で、最もよく知られたアフマド・ハティーブ・アル＝ミナンカバウィーを中心に、ミ

ナンカバウのシャーフィイー派のウラマーについて書いていきたいと思います。 

 

【関連書籍の紹介】 

★ 『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。 

★ 『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』 

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。 
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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 （９） 
 

８．イスラーム民主主義 

 人間による人間の支配を認めないイスラームは、聖法の失効に定位した政治論を展開する。人間にゆるされる

のは、ただアッラーとその使徒の命令、禁止の執行者となることだけである。神の僕としての人間は、自らの能

力に応じて神の命令を遂行する義務を負う。人間の所与の「力」はそれぞれに相違するため、人を従える権利を

有する者は、自分自身のみならず、自分が従わせることのできる者にも神の命令を遵守させる義務、つまり勧善

懲悪の義務を負うが、この勧善懲悪こそが、全ての地上の政治的権威の存在理由であり、政治の目的である。 

 そしてこの勧善懲悪は「国家」のような何らかの権利機構の仕事ではなく、全てのムスリムが各自の力に応じ

て担うべき義務である（注 1）。かくしてイスラームにおける政治的権威は拡散し、全てのムスリムに分有され

ることになる。イブン・タイミーヤは預言者のハディース（アル=ブハーリー、ムスリム）を引用して、イスラー

ムにおける「政治的権威（wālī）」の意味を説明して以下のように述べている。 

 「政治的権威（wālī）とは羊飼いと同じ人間の牧者である。預言者は言われる。『お前たちは皆、牧者であり、

お前たちは全てのその信託（ra‘īyah、文字通りには羊の群れ）に責任を有する。人の上に立つイマームは牧者で

あり、自分の信託に責任を負う。妻は夫の家の牧者であり、自分の信託に責任を持つ。子供は牧者であり、その

父の財産の牧者であり、自分の信託に責任を負う。奴隷はその主人の財産の牧者であり、自分の信託に責任を負

う。お前たちは皆、牧者であり、またお前たちは皆、自分の信託に責任を負うのではないか。』」（注 2） 

 またイブン・タイミーヤは「裁き司（qādī）」の語についても、「『裁き司（qādī）』とは、カリフやスルタン

であり、果ては子どもの習字のコンテストの審判に至るまで、二人〔以上〕の人間の間を裁定する者すべてを指

す名称なのである」（注 3）と述べて、カリフから習字のコンテストの審判までが等しく政治的権威であり、同

じ原則が適用されることを強調する。 

 人間の「力」の相違の所与から出発し、全てのムスリムが各自の「力」に応じて政治的権威を分有し、アッラ

ーの命令に従い、聖法に則って勧善懲悪を実践する。アッラーの命令に共通して服従する「全員による全員の支

配」。これを「代表」の擬制に拠らないイスラームの「真の民主主義」と呼ぶこともできよう。 

（注 1）イブン・タイミーヤは勧善懲悪を「全ての力を有する者の義務、連帯義務である」と述べている。Ibn 

Taimīyah, Majmū‘ah Fatāwā Ibn Taimīyah, 2001, al-Manṣūrah, p.41. 

（注 2） Ibid., pp.140-141. 

（注 3） Ibid., p.143. 

続く、インシャーアッラー。 
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預言者が生まれた時代から、２０世紀までの

アラブ人の歴史を総覧。 

王朝史ではなく、宗教、文化、社会制度の展開

についての記述が多めです。 

水谷周 

『イスラーム巡礼のすべて』 

アルバート・ホーラーニー 

『アラブの人々の歴史』 

イスラームの重要な宗教行為である「巡礼」は

どのように実践され、どのような意味がある

のか。いわゆる「巡礼記」ではなく、巡礼の具

体的方法や意義を説いた、本邦初の解説書。 

堀内正樹ほか（編） 

『アラブの音文化』 

アラブ・イスラーム世界の音にかかわる文化

と理論の深みを知ることができる。耳で聞き、

口で読みあげる聖典としてのクルアーンや、

中世イスラム哲学者の音楽理論についての論

考も収録されています。 

どこで、誰が、何を、どのように学んできたの

か？ マレーシア・ムスリム社会の近代学校

教育を例に、社会の変化のなかで「学ばれるイ

スラーム」がどのように変化してきたのかを

明らかにする。 

久志本裕子 

『変容するイスラームの学びの文化』 

堀井聡江 

『イスラーム法通史』 

塩尻和子編 

『変革期イスラーム社会の宗教と紛争』 

イスラーム法の発展と学派形成にかかわる重

要な論点に焦点をあて、現実に運用されてき

たイスラーム法の近代までの歴史を追う。 

現代において争点となるさまざまなポイント

に着目し、変革期のイスラーム社会がかかえ

る課題を考察しています。 

イスラーム世界とヨーロッパで、アリストテ

レスの哲学はどのように受容され、どのよう

に展開したのか。 

イブン・シーナーの霊論／認識論／存在論に

ついての論考も所収。 

「イスラーム哲学とキリスト教中世」第二弾。

イスラーム圏の政治哲学／倫理思想／論理学

／寓意物語についての論考を所収。 

 

竹下政孝・山内志朗編 『イスラーム哲学とキ

リスト教中世Ⅰ：理論哲学』 

竹下政孝・山内志朗編 『イスラーム哲学とキ

リスト教中世Ⅱ：実践哲学』 

イスラーム 一日一読（９） 
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。 
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🌸 🌸

 

 いつも通っているモスクで、こども勉強会の小学生低学年を対象としたお話の会を月 1 の担当で受け持ってい

ます。せいぜい２０分くらいの時間なので、それほど長くはありません。その会で、約 1 年、ムスリム新聞社か

ら発行している『イスラーム学習１』を使って、毎回 1 章をこどもたちと一緒に勉強しました。 

 じつは、私は、あまりひとにものを教えるのが得意ではありません。全くと言っていいほどです。ですので、

月一でもこどもに話す内容をゼロから考えるのは至難の業で、またそれを話して聞かせるのはさらに困難を伴い

ます。そのような私が『イスラーム学習 1』を使うことによってこどもたちに教えることを目指したのは、イス

ラームを日本語で理解することの入り口に立つことでした。ムスリムが多く住む地域では、イスラームの信仰に

関する言葉は日常の世界を通じて耳になじみ、また学校での教育を通じて知識として頭に入ります。しかし日本

では家の中で親が特別な時間をもって話したり、自ら本を読んで知らなければなりません。モスクで一緒に勉強

をしているこどもたちは、両親どちらもが外国の方か、もしくはどちらかが外国の方で、家でイスラームの話を

するとしても日本語ではない言葉です。ですので、自ら本を読んで勉強をしなければ、イスラームについての知

識を日本語で理解することはありません。そこで、私はモスクのお話の会で『イスラーム学習 1』を用い、それ

をこどもたちに読んでもらうことにしました。そして、章の最後についている練習問題を解いてもらいました。

これなら、自分でゼロから話の内容を考える必要もなく、そしてこどもたち自身が本を読み、一つ一つの言葉を

耳にすることができます。 

 『イスラーム学習 1』をもうすでにお読みの方はご存知だと思いますが、『イスラーム学習 1』の文章は、小

学低学年には大変難しいものです。文章の内容（意味）はけっして難しいものではありませんが、漢字が多用さ

れ、カタカナもあり、難しい漢字の熟語がでてきます。これは、1 年生には決して一人では読めず、２・３年生

でも理解するのは困難です。ですが、そこが『イスラーム学習 1』がモスクで一緒にこどもたちと勉強するのに

は相応しいテキストと言えるのです。本全体の内容は、イスラームの基本の６信が述べられています。モスクで

の勉強会では本の内容を理解することを求めていません。もちろん理解してくれることに越したことはありませ

んが、ここではただ普段使わない言葉に触れることだけで目的は達しています。また、勉強会では、こどもと一

緒に来ている日本語が分からないお母さんにもこの日本語はこういう意味ですよと伝えることもできました。こ

のほかにも『イスラーム学習 1』を使ってさまざまな勉強の方法があると思います。 

 お宅に一冊、こどもと一緒に読書するために『イスラーム学習 1』はいかがでしょうか。イスラームを日本語

で理解するための援けとなってくれるはずです。今月号から『イスラーム学習 1』を、技術的な問題で掲載する

のが困難なため、クルアーン読誦や礼拝のやり方など図説は載せませんが、残りの日本語による章を 1 章ごと毎

月掲載いたします。 
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『イスラーム学習 1』 
著者アブドル・アジーズ 

訳者 ハビーバ中田香織 

１．アッラーのほかに神はない 

 

アッラーのほかに神
かみ

はいません 

ラーイラーハイッラッラー 

アッラーは偉大
い だ い

です 

 

アッラーはいつも私
わたし

と一緒
いっしょ

です 

アッラーは私
わたし

の世話
せ わ

をしてくれます 

アッラーは私
わたし

を守っ
ま も っ

てくれます 

アッラーはなんでもできます 

 

彼
かれ

こそはアッラー、唯一
ゆいいつ

の神
かみ

 

アッラーは生ま
う ま

れません 

彼
かれ

はずっと前
まえ

からいます 

彼
かれ

はずっといつまでもいます 

 

彼
かれ

には子供
こ ど も

はいません 

アッラーに娘
むすめ

はいません 

アッラーに息子
む す こ

はいません 

彼
かれ

に妻
つま

はいません 

彼
かれ

はおひとりです 

 

アッラーにたたえあれ 

彼
かれ

は親切
しんせつ

です 

彼
かれ

はすべてを知
し

っています 

彼
かれ

はすべてを見て
み て

います 

彼
かれ

だけを私たち
わ た し た ち

は崇拝
すうはい

します 
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˛ َله للاُ هَ إِ أَْشَهدُ أَْن ََل إِل    

دًا َعْبدُهُ َوَرُسولُهُ .  َوأَْشَهْد أَْن ُمَحمه

練習 

１．アッラーとはどんなおかたですか 

 

アッラーは             です。 

 

２．２つをつなぎあわせなさい 

A．アッラーはいつでも            ａ．唯一
ゆいいつ

の神
かみ

です 

B．アッラーはなんでも            ｂ．知って
し っ て

います 

C．彼
かれ

はアッラー               ｃ．できます 

D．アッラーはすべてを            ｄ．私
わたし

と一緒
いっしょ

です 

 

３．シャハーダの言葉
こ と ば

を暗記
あ ん き

しましょう 

 

 

 

 

 

アシュハド アッラー イラーハ イッラッラーフ 

ワ アシュハド アンナ ムハンマダン アブドゥフ ワ ラスールフ 

 

（意味
い み

） 

アッラーのほかに神
かみ

はなく、 

ムハンマドは彼
かれ

のしもべであり、使徒
し と

であることを 

私
わたし

は証言
しょうげん

します。 
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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） 

 すっかり秋も深まり、わたしが住むところでは夜中、明け方がめっきり寒くなってきました。 

 ジブリ映画の『魔女の宅急便』の主題歌で、松任谷由実さんが歌う「やさしさに包まれたなら」が好きで時々

口ずさむことがあります。歌詞をちゃんと覚えているわけではなく、ただおぼろげに覚えている歌詞と、メロデ

ィーをぶつぶつ言っているだけなのですが。あんまりぼんやりと覚えているものなので、ネットで調べてみよう

と思って、ようやく歌詞をすべて読みました。著作権の都合上、すべての歌詞をここに載せることはできません

が、目の前にある自然の描写をしたのちに、「やさしさに包まれたなら 目にうつるすべてのものはメッセージ」

と言葉が続いていました。 

 アラビア語で世界は「アーラム」と言います。この言葉は「印」という意味でも使われます。なぜ「世界」を

「アーラム」と言うかというと、「世界」はこの世界を創った創造主アッラーを示す「印」だからです。また印

という意味を持つ言葉に、クルアーンの一節を示す言葉「アーヤ」があります。もちろんクルアーンはアッラー

の言葉ですので、アッラーが真実であることを指し示す「印（徴）」です。 

 毎月、わたしはムスリム新聞に掲載するために、クルアーンの注釈書をアラビア語から日本語に訳しています。

『ジャラーライン』には日本語訳があり、『イブン・カスィール』には英訳があるので、アラビア語で意味が分

からない時はそちらも参照でき翻訳するのはそれほど難しいものではありません。アル＝ハムドリッラー。『ラ

ターイフイシャーラート』だけは日本語訳も英訳も持っていないため、アラビア語の出来る主人に助けてもらい

ながら一生懸命訳しています。クルアーン解説で訳す節は、その時の自分の気分に合うもので選んでいるわけで

はなく、順番に訳しています。けれど、なぜでしょう、やはりクルアーンはアッラーの言葉だからか、訳してい

ると、アッラーから教えを説かれているように、私の心に深く響きます。クルアーンの文言だけでなく、それを

より深く理解できるように書かれた解釈書を、分からない単語を辞典で調べ、調べも分からない文章を、何度も

何度も頭名の中で反芻しているうちに、私の心のすみにくっ付いていた問題をアッラーが明かしてくだるのです。 

 「やさしさに包まれたなら」の歌詞にも出てきますが、心がやさしさに包まれたならば、目の前にあるものは

すべてアッラーからのメッセージだと心で理解できるのかもしれません。言葉として表されていない物からメッ

セージを読み取るのはなかなか困難ですが、クルアーンは直接アッラーからの言葉なので、メッセージを感じや

すいのかもしれません。 

ワッサラーム（平安を）。アーリファ松山 


