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 بسم هللا الرحمن الرحيم
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ムスリム新聞 
 

 

 

 

西暦２０１７年 １１月２０日 

ヒジュラ暦１４３９年 ラビーウル・アウワル 

３００号 

【はじめに】 

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。 

 

ネット配信を始めて、２回目の発行になります。 

印刷費がかからない形式に移行したので、せっかくだからもう少しカラフルな記事があ

ってもいいのではとも思いますが、まだ編集作業に慣れていないため、しばらくは同じ

形式で作っていくことになると思います。 

 

今後とも、ムスリム新聞をよろしくお願いいたします。  編集補佐（ムジャーヒド） 
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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］４０～４３節（１０） 

 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

まことに、われらのもろもろの徴について冒涜する者たちはわれらに対して隠れ得ない。獄

火に投げ込まれる者が良いか、それとも、復活の日に安全にやって来る者か。おまえたちが望

んだことをなすがよい。まことにかれは、おまえたちのなすことについて見通し給う御方。

（４１：４０） 

まことに、訓戒が訪れた時にその信仰を拒んだ者たち。まことに、それは比類なき啓典であ

る。（４１：４１） 

虚偽はその前からも後ろからもそれにやって来ることはない。英明にして称賛されるべき

御方からの垂示である。（４１：４２） 

おまえ以前の使徒たちにかつて言われたことがおまえに言われているのにほかならない。

まことに、おまえの主は赦しの主であり、痛烈な応報の主であらせられる。（４１：４３） 

 

 

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。 

 

まことに、われらのもろもろの徴について冒涜する者たちはわれらに対して隠れ得ない。獄火

に投げ込まれる者が良いか、それとも、復活の日に安全にやって来る者か。おまえたちが望んだ

ことをなすがよい。まことにかれは、おまえたちのなすことについて見通し給う御方。（４１：４

０） 

 

★ジャラーライン 
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『もろもろの徴』クルアーン。 

『冒涜する』「’alḥada」もしくは「laḥada」からの未完了形で（前者の場合は「yulḥidūna」後者

の場合は「yalḥadūna」と読みます）、「虚偽によって冒涜する」ということです。 

『隠れ得ない』それゆえ、われらは彼らに報復する。 

『まことにかれは、おまえたちのなすことについて見通し給う御方』（この言葉は）彼らへの脅し

文句です。 

 

★イブン・カスィール 

 『われらのもろもろの徴について冒涜する者たち』 

 （教友）イブン・アッバースによると、「’ilḥāḍ冒涜すること（yulḥidūna冒涜する者たち）」は、

置くべきでないところに言葉を置くことです。 

 カターダとその他の者たちによると、それは不信仰または頑迷のことです。 

 『われらに対して隠れ得ない』この言葉は、強烈な脅し、はっきりとした脅迫です。 

 つまり、「かれ（至高なる御方かな）は、かれのさまざまな徴と、かれの美名、かれの属性につ

いて冒涜する者をご存じであらせられ、そして、そのことについてその者に、懲罰と制裁によっ

て報復し給うであろう」、ということです。 

『獄火に投げ込まれる者が良いか、それとも、復活の日に安全にやって来る者か』つまり、これ

とこれは同じであろうか、いや、等しい二つではない、ということです。 

『おまえたちが望んだことをなすがよい』脅迫として、かれは不信仰者に仰せになりました。 

 （クルアーン解釈者）ムジャーヒド、アッ＝ダッハーク、アターゥ・ル＝フラーサーニー 

によると、「『おまえたちが望んだことをなすがよい』とは、脅迫である」と述べています。つま

り、良いこと、または、悪いことについて、かれは、あなたがたをよく御存知であらせあられ、

あなたがたの行いをご覧になっています。 

それゆえ、かれは『まことにかれは、おまえたちのなすことについて見通し給う御方』と仰せに

なったのです。 

 

★クシャイリー 

 （この先）彼らは彼らにふさわしい懲罰のうちに投げ込まれるでしょう。それゆえ、彼らが望

んだことを彼らにさせなさい。すると、彼らは非難することに専念し、自らの足で自らの滅びへ

と邁進します。 

 

まことに、訓戒が訪れた時にその信仰を拒んだ者たち。まことに、それは比類なき啓典である。

（４１：４１） 

 

★ジャラーライン 

 『訓戒』クルアーン。 
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 『訪れた時に拒んだ者たち』われら（アッラー）はこの者たちに報復する。 

 『比類なき』万全な（論駁や改竄を受け付けない）。 

 

 

★イブン・カスィール 

『まことに、訓戒が訪れた時にその信仰を拒んだ者たち』 

アッ＝ダッハーク、アッ＝スッディーそしてカターダによると、「それ（訓戒）は、クルアーンの

ことである」と述べています。 

 『まことに、それは比類なき啓典である』 

 つまり、だれもそれと同じものを持ってくる見込みがなく付け入る隙がない、ということです。 

 

★クシャイリー  

 述語は、省略されています。その意味は、「（『訓戒が訪れた時にその信仰を拒んだ者たち』は）

われらから離れて留まり、彼らの価値のなさに陥り、永遠に不幸であった」ということです。 

 『それは比類なき啓典である』それと同じ方法による到来が不可能であったゆえに、同じもの

がない、比類なき啓典。 

異端者らと不信仰らの疑いを打ち負かす、比類なき、啓典である。 

 それに反抗することがだれにもできない、比類なさ。彼ら（アラブ人）の表現に、「アルドゥン 

アザーズン（堅固で流れのはやい土地）」とあります。 

・・・・・・・・・・・ 

（訳者注） 

 脚注に次のアラビア語の説明があります。 

ْلبة   األَرض  :  العََزاز   السَّْيل   السَّريعة   الصُّ  

・・・・・・・・・・・ 

比類なき啓典、なぜなら、それ（クルアーン）は、比類なき共同体への比類なき天使の仲介によ

って（伝わった）、比類なき使徒への比類なき主のみ言葉だからです。 

 比類なき啓典は、信仰者に向けたものです。なぜなら、それは、彼らの愛しい御方からの啓典

だからです。愛しい御方（アッラー）から、愛しい者（人間）への啓典は、比類ないものです。 

 

虚偽はその前からも後ろからもそれにやって来ることはない。英明にして称賛されるべき御方

からの垂示である。（４１：４２） 

 

★ジャラーライン 

 『虚偽はその前からも後ろからもそれにやって来ることはない』その前にも、その後にも、そ

れを虚偽と見做す啓典はありません。 

 『英明にして称賛されるべき御方からの』かれの諸事において称賛されたアッラーからの。 
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★イブン・カスィール 

『虚偽はその前からも後ろからもそれにやって来ることはない』それを無価値にする方法はあり

ません。なぜなら、それは諸世界の主から降りて来たものだからです。 

 それゆえに、かれは『英明にして称賛されるべき御方からの垂示である』と仰せになりました。

（『英明にして』とは）アッラーがかれの御言葉、かれの御行為において英明なる御方であらせら

れる、ということです。（『称賛されるべき』とは）かれが命じ、そして禁じ給うたこと全てにお

いて、称賛を被る御方、ということです。その（かれが命じ、そして禁じ給うたこと）全ては、

その結末も目的も称賛されるべきものです。 

 

★クシャイリー 

 もうひとつの啓典、また、それに先行する諸啓典のうちのもの、また、その後からやって来る

ものが、それを打ち消すこともありません。つまり、その（クルアーンの）後には啓典はなく、

それを打ち消すものもありません。 

 ある説によると、その（クルアーンの）意味（ma‘ānī）がその（クルアーンの）文章（lafẓ）を

抑制することはなく、その文章がその意味と異なることはありません。 

 また別の説によると、それと同じ方法でもたらすことはだれにもできません。 

 

おまえ以前の使徒たちにかつて言われたことがおまえに言われているのにほかならない。まこ

とに、おまえの主は赦しの主であり、痛烈な応報の主であらせられる。（４１：４３） 

 

★ジャラーライン 

 『おまえに言われている（こと）』嘘つき呼ばわりされること。 

 『illā』は「mathal（～と同じこと）」の意味です。 

 『赦しの主』信仰者たちに対しては。 

 『痛烈な応報の主』不信仰者たちに対しては。 

 

★イブン・カスィール 

 『おまえ以前の使徒たちにかつて言われたことがおまえに言われているのにほかならない』 

 カターダ、アッ＝スッディー、その他の者たちは、「あなたが嘘つきと言われているのは、あな

た以前の使徒たちにかつて言われたことと同じことにすぎません。それで、あなたが嘘つき呼ば

わりされたと同様に、彼らは嘘つき呼ばわりされました。それゆえに、彼らが彼らの民の彼らへ

の害に耐えたと同様に、あなたはあなたの民のあなたへの害に耐えねばなりません」と述べまし

た。 

 『まことに、おまえの主は赦しの主であり、痛烈な応報の主であらせられる』 

（『おまえの主は赦しの主であり』）つまり、かれ（アッラー）に立ち戻る者に対して。 

（『痛烈な応報の主であらせられる』）つまり、頑なに己の不信仰、驕り、頑迷、苦悩、背反に留
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まる者に対して。 

 

 

 

★クシャイリー 

 唯一神信仰の構成要素は、あらゆる聖法において異なりません。というのも、それらの真髄は

あらゆる行為規定において一つで、つまり、アッラーのさまざまな御命令への一致とかれの禁止

事項の回避を必要不可欠とするものです。 

 さらに、アッラー（至高なるかな）は、すべての共同体に、アッラーが従順である者へは報い、

不信仰者たちへは激しい懲罰を有する御方であらせられることを、彼らが知るように、すべての

啓典の中で述べ給い、法として定め給いました。 

 
 

 

見てみようアラビア語 

 

クルアーン第４１章４０節 
 

تُمۡ َماِۡشئۡ َۡملُوا ۡعۡ ٱ  
（意訳）おまえたちが望んだことをなすがよい 

َۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡۡملُوا ۡعۡ ٱۡۡ←َعِمَلۡۡ  
（動詞の命令形）    （動詞） 

～せよ（なすがよい）  ～する、行なう 
 

تُمۡ ِشئۡ ۡ   +َماۡۡۡۡۡ  

（動詞）      （先行代名詞） 

おまえたちが       ～なこと  

望んだ 
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『宗教諸学の再興・要約』（第 1４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」 第１章 儀礼上の不浄（ḥadath）の清め 

ウドゥーゥ（清め）の様式 

【その１】 

 

 アッラーの使徒（彼の上にアッラーの祈りと平安あれ）は、ウドゥーゥをせずに厠から出てくるのを見られ

ることはなかった。預言者は言った。（（ムスリムのみがウドゥーゥを守るのである。））まずは、スィワークから

始める必要がある。預言者は言った。（（スィワーク後にする礼拝は、スィワークをしない礼拝の 75 回分よ

りも優れている。））そして、ウドゥーゥをするために座り、「慈悲深く慈愛遍きアッラーの御名によって」と唱

える。預言者は言った。（（至高なるアッラーの御名を唱えない者に、ウドゥーゥは存在しない。））次いで、

以下のように唱える。「私はあなた（アッラー）に、悪魔たちの囁きからの守護を求め、主なるあなたに悪

魔の到来からの守護を求める」。 

 

 次に、（ウドゥーゥをするために）両手を（水の入った）容器に入れる前に、両手を三度洗い、以下のよう

に唱える。「アッラーよ、私はあなたに成功と祝福を求め、災いと破滅からの守護を求める」。そして、（儀

礼上の）穢れを取り除くことと、礼拝の遂行を意図（ニーヤ）し、洗顔に至るまでニーヤを続ける。そして、

口のために右手で一掬い（の水）を取り、それによって口を３回すすぐ。――なお、サウム（斎戒）をしてい

て（水を飲まないように）やさしく行う場合以外は、口すすぎと鼻うがいの際に（口または鼻の）奥まで（水

を）到達させる。――そして以下のように言う。「あなたの書を読み、あなたに対して数多くの想念を果た

すことにおいて、私をお助けください」。 

 

 次に、鼻のために（水を）一掬いし、その一掬いの水によって３回鼻うがいをする。（鼻の咽頭にまで水を

吸い上げ）そして、それを（鼻から）吐き出す。その際に、「アッラーよ、あなたが私に満足した状態で、私

に天国の香りを得させてください」と言う。そして、（鼻の中の水を）吐き出す際には以下のように言う。「ア

ッラーよ、私はあなたに、（地獄の）業火の臭気と、（来世の）館における悪さからの加護を求めます」。 

 

 次に、顔のために、片手のひら一杯分の水を掬い、縦においては、額の表面の初めから、顎と認められ

るところの終わりまで、横においては、片耳からもう片耳までを洗う。額の左右にある髪際の少し毛の薄い

場所を洗う必要はない。それは（顔の一部ではなく）頭部の一部である。（髪の）「剃り込み箇所」（額の左

右にある髪の一番出っ張った部分）には水を達させる必要がある。（髪の）「剃り込み箇所」とは、（アラブ
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人の）女性が習慣としてその部分の毛を取り除くことを習慣としている箇所である。また、毛の生えている

四つの箇所まで水を運ぶ必要がある。その四箇所とは、口髭と眉、まつ毛ともみあげである。また、薄い

あご髭のある場合は、顔と認められる部分（の肌）まで水を行き渡らせる必要があるが、濃い場合はこの

限りではない。下唇の下から顎の間までの（毛に関する）規定は、毛が濃い場合も薄い場合も、あご髭の

規定と同じである。水は長く垂れ下がっているあご髭の表面にいきわたらせ、両眼の下まぶたや、目やに

の出る目頭、コホルで隈取る（目の周り）まで指を通して両眼を綺麗にする。その際、以下のように唱える。

「アッラーよ、あなたに近しい人々の顔が白くなる日、あなたの光によって私の顔を白くしてください。また、

あなたに敵対するものの顔が黒くなる日、あなたの暗がりによって私の顔を黒くしないでください」。また、

あご髭を梳くことは、推奨行為（ムスタハッブ）である。 

 

（続く、インシャーアッラー。） 

 

コラム 【スィワーク】（文：アーリファ） 

スィワークとは、アラークという木の枝を切りとったもののことで、口の中を磨くために用いら

れます。通常、歯を磨くように短く切られたものが使われ、ミスワークとも呼ばれます。 

切り取った枝の先端の皮を剥き、柔らかくなるようによくほぐしてから使います。 

ムスリムがたくさん住む地域では、かつて日本では大工さんが耳に鉛筆を挟んでいたよう

に、男の人が耳にミスワークを挟んでいたり、胸のポケットに刺したりして道を歩いているとこ

ろ目撃することもあります。 

 礼拝の前にスィワークすることで礼拝に対する報奨が増すというハディースがありますが、何

でもいいから歯磨きをしたらよいのか、それともアラークの木で歯磨きをした場合のみスンナ

を果たした報奨があるのか、学者の意見はさまざまにあります。ただ、スィワークの徳につい

て、歯がきれいになるというほかに、息の匂いがよくなる、体を健康にする、滑舌がよくなるな

ど、薬のような効能もあると注釈書などに記されているので、ただ単にプラスチックの歯ブラシ

で歯磨きをしただけでは、このような効用が得られるとは思えず、スィワークとは、アラークの

木による歯磨き、という意味がより強くあるのではないかと考えられなくもありません。 

 

（写真は wikipediaより：

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%83#/media/File:Miswak_2014.

jpg）  
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東南アジアのシャーフィイー派 第 1２ 回 

―新しい中心地としてのカイロ ２― 

  

塩崎悠輝  

 

前回は、20世紀になると、それまで東南アジアのムスリムがイスラームについて学びに行く場所とし

て最も重要であったマッカに代わって、エジプト、とりわけカイロのアズハルへ学びに行く学生が増えて

いったということについて書きました。その背景には、アラビア半島でのワッハーブ派の台頭とサウディ

アラビア王国の成立に伴う動乱、交通の発展や経済的事情などがあり、さらにはカイロが雑誌『アル＝

マナール（灯台）』の拠点であったということがありました。『アル＝マナール』は、英国やオランダの植民

地統治下にあった東南アジアのムスリムの間でも広く読まれ、伝統的な法学派ではなくクルアーンとハ

ディースに直接基づいた解釈を示すことによって近代の危機的状況に対処しうる思想と受け取られ、人

気を集めました。 

東南アジアでの『アル＝マナール』の人気とエジプトへの留学生の増加は関係があったと思われます

が、最大の留学先であったアズハル（大学）が『アル＝マナール』を発行していたグループの拠点だった

とはいえません。むしろアズハルはシャーフィイー派を含む伝統的な四大法学派を選択して学ぶことが

できる教育機関であり、そのこともまた、東南アジアの学生が留学する上で、安心できる点でした。『ア

ル＝マナール』を支持して伝統的な法学派に飽き足らない学生が増えていたとはいえ、まだまだシャー

フィイー派が支配的で、特にマレー半島の政府機関では、シャーフィイー派が公式な法学派が支配的で

した。ムフティー（教義回答官）やカーディー（シャリーア裁判所の裁判官）といった役職を目指す場合、

シャーフィイー派をきちんと学べるところへ留学することが必須であり、アズハルがその中でも最も重要

な留学先になっていきました。 

東南アジアからの学生がアズハルに求めていたのは、主にシャーフィイー派の法学をきちんと学べる

ということですが、エジプト全体については、「近代化に対処できているムスリム国家」というイメージが

強く、マレーシア、インドネシアなどの学生がモデルとすべき国家と考え、そういうモデルを学ぶために

留学する、という希望を持っていた場合も多くありました。東南アジア現地では、イギリス、あるいはオラ

ンダなどに留学した学生が出生、ナショナリズムや共産主義を掲げて、将来あるべき国のかたちを提唱

しており、中東へ行ってイスラームを学ぶ学生たちは、エジプトを模範として紹介しました。20世紀の初

めだとエジプトで普及していたものは（たとえ元はヨーロッパのものであっても）何でも東南アジアに持ち

帰るといった風があり、食べ物から小説、音楽といったものまで持ち帰り、エジプトに来て初めてスーツ

を着てネクタイを締めた、といった学生もいました。また、ナーセル大統領の時期（1956～1970年）に

は、アラブ・ナショナリズムに共感し、東南アジアのムスリムが取り入れるべき模範として紹介した者もい

ました。お一方、1928年にエジプトで設立されたムスリム同胞団に共感する東南アジアからの学生も多

く、彼らがムスリム同胞団の思想や活動を東南アジアに紹介していったことで、やがて同胞団の東南ア

ジア版というべき、マレーシア・イスラーム党（PAS）やインドネシアの繁栄公正党（PKS）が設立されまし
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た。 

現在アズハル大学で最も多い外国からの学生は、マレーシア人ですが、エジプトの他の大学と合わ

せると、現在エジプトに留学しているマレーシア人の学生は 1万人程度になります。1960年代半ばに

なると、それまで数百人程度だった東南アジアからエジプトへの留学生は急増し、70年代になると常時

数千人のマレーシア人がアズハル大学に留学しているようになります。これは、マレーシア政府が「イス

ラーム化」と呼ばれる政策を進め、学校のイスラーム科目やイスラーム関係の役所を拡充したりして、

シャーフィイー派の法学を学んできた学生を大量に雇用するようになったことが背景にあります。また、

マレーシアとエジプトの両国政府が協定を結び、マレーシアの公立高校を卒業後、試験に合格すれば

そのままアズハル大学に入学できるようにしました。そのために、マレーシアの小学校や中高学校のイ

スラーム科目の教科書は、アズハルと同じものが使われるようになりました。留学生には奨学金が支給

され、カイロにマレーシア人学生のための寮がいくつも建てられたことで、マレーシアからの留学はかな

り容易になりました。このような政府の手厚い支援があって留学できることは、日本のような、ムスリム

社会の蓄積が規模からいっても歴史からいっても乏しい国と比べると大きな違いがあります。日本で育

った場合、小中高の学校で、イスラームやアラビア語を学ぶ機会はないため、仕方ないともいえるので

すが、そこからアズハルに留学しようとする場合、まず語学学校やアズハルの中高学校などで何年も学

んでからでないと入学できなかったりします。生活費や渡航費も自費でふたんしなければならなかった

りします。 

インドネシアの場合、マレーシアのように政府が全面的にサポートしているということはないですが、

近年の経済成長のため、留学する余裕のある学生も多く、アズハル大学を含むエジプトの大学への留

学は増加しています。 

次回は、東南アジアのシャーフィイー派が 20世紀になってから、どのような批判や挑戦にさらされて

きたのか、『アル＝マナール』誌を支持したグループをはじめどのような批判勢力がいたのか、簡単に触

れておきたいと思います。 

（続く、インシャーアッラー）
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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 

 

【イスラームの 5本の柱の意味より～第 5の柱：ハッジがイスラーム社会に及ぼす効果～】 

至高なるアッラーは、クルアーンの大巡礼章の中で、ハッジの英知を明らかにし、こうおっしゃいました。 

｛彼らが彼らの利益に立ち会い、彼(アッラー)の名を唱えるために。｝【クルアーン 大巡礼章：28節】                                       

崇拝行為の基本は、人の心の中に、至高なるアッラーを思い出すことです。しかし、至高なるアッラーは、こ

の節で、利益に立ち会うという英知を、アッラーの御名を唱えるという英知よりも先に言及しています。それは、

巡礼者が、ハッジ中に商売などの利益を得ることを行ったとしても決して彼の献身を損なわず、その利益は、正

当なもので、宗教で禁じられたものではない、ということに注意を向けるためです。 
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他のイスラームの柱では、宗教的な効果がイスラームにおける第一の目的となっているかもしれませんが、ハ

ッジの柱の特徴は、社会的、経済的、学術的にも、世界的な効果が及ぶものである、という点です。 

クルアーンは、ハッジにおいて、利益を得ることが許されていることについて、雌牛章で明確に述べています。 

｛主の恩恵を求めて祈（り巡礼中に商売す）るのは、あなたがたにとって罪ではない。｝【クルアーン 雌牛章：

198節】                                                                     

宗教的な効果は、巡礼者がすべての罪を赦され、母親が彼を生んだ日のようになってハッジから帰る、という

ことでした。一方、世界的に見て、ハッジは、世界中の人々の注目を集め、それによって、ムスリムでない人た

ちにイスラームについて尋ねるチャンスを作っている柱です。ハッジは、イスラームにおいて、年に一度の広報

活動の機会であり、それを通してイスラームに出会う人もいます。 

また、社会的な効果は、ひとつの場所に、アラブ人も、それ以外の人も、すべての国籍のムスリムが一同に会

し、「ラッバイカッラーフンマ ラッバイカ（意訳：アッラーよ、あなたの元に来ました。）」というひとつの呼

びかけの元、一つの言語に結集することです。                                     

ハッジは、ある人にとっては、悪い慣習を正す機会にもなり、また別の人にとっては、イスラームに誠実にな

ることをスタートするきっかけにもなります。 

すべてのムスリムが、知らずにイスラーム的に間違ったことをしている同胞を見たらアドバイスをすることに

より、知識の上でも、考え方においても、ムスリム全体としての成長を促す効果があります。こうして、ムスリ

ム達は、他の巡礼者との出会いを通して、自分の国では知ることのできなかったことを知り、そこでイスラーム

文化を学び、自分たちの国に伝え広げます。 
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また、ハッジには、人間は平等であるという真理の確立を実現する、という社会的な効果もあります。裕福

な人も、貧しい人も、国王も、庶民も、すべての人が、まったく同じ衣を身につけ、全員がどんな差異もなく、

まったく同じ状態で、同じ場所に座る、というハッジ以上に、人間が平等であるという真理を見ることはありま

せん。 

経済的な効果としては、ハッジにおいて、商売の機会や商品供給の機会があることはよく知られています。ま

た、巡礼者たちのお腹を満たすラクダや羊を屠り、残りを貧しい国に配給することも行われています。 

これら多くの効果や利点により、クルアーンの中に、ハッジ以外の他のイスラームの柱にはない、大巡礼章と

名付けられた章があるのかもしれません。 

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  

―「訳解 クルアーン」中田・下村訳 

★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  

【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。 

http://bit.ly/2vwB9bx
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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
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【編集後記】 

アッサラームアライクム 

 今月も最後まで新聞をお読みいただきありがとうございました。 

 １１月になってずいぶん寒くなってきました。私の住んでいるところはあまり雪が降らずそれほど寒くなると

ころではありませんが、寝る時に布団に湯たんぽを入れるようになりました。 

 ２カ月前に家で飼い始めたキンカチョウという鳥は暖かい地域にもともと生息するらしく、寒さに弱いため、

暖かくするための電球と、暖かさを保つためのビニールシートを鳥かごに設置しました。 

 今月はヒジュラ暦でラビーウル・アウワル月で、預言者ムハンマド（彼にアッラーの祝福と平安がありますよ

うに）がお生まれになった月です。以前、マレーシアに短期で住んでいた時、ラビーウル・アウワルの月にはあ

ちらこちらのモスクや建物で預言者の生誕祭として、預言者がマッカからマディーナにヒジュラされた時にマデ

ィーナの住人がよろこびの歌を歌って預言者を出迎えたように、ひとびとが歌を歌って預言者の誕生日を祝って

いました。  

では、１２月号も頑張って作ろうと思いますので、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〗 

この間、飛行機に乗ったんですが、副操縦士が服装

重視してました(⌒▽⌒) 


