
1 

 

 

 

 
 

 
 

MINNANO MUSLIM NEWS PAPER 

 

 

 

 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

西暦２０２２年 ６月２０日 

ヒジュラ暦１４４３年 ズー・アル＝カアダ月 

３５５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 

 紫陽花の咲く梅雨の季節になりました。あっちの家にも、こっちの家にも紫陽花が咲いています。コロナで、

世界中のひとたちがマッカに集うことが難しくなっていましたが、今年から世界各地からハッジのためにマッカ

へと巡礼者が集まっています。マッカでひとびとがみな集うように楽園でもみなで集えますように。アーミン 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］７５節（２８） 

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。 

 

★アル＝ジャラーライン 

 『彼らの主の称賛と共に』称賛を帯びて。つまり、彼らは、「超越せしかなアッラー、かれの称賛と共に。（ سبحان

 。と言います「（هللا وبحمده

 『賛美する』『取り囲み』の人称代名詞にかかる状況の副詞的修飾。  

『取り囲み』状態の副詞的修飾句。 

 『高御座の周囲を』その四方全てを。 

『彼らの間』あらゆる被造物の間。 

 『真理によって』正義によって。 

 『裁かれた』それで、信仰者は楽園に、不信仰者は獄火に入る。 

 『そして、「称賛はアッラーに属す、諸世界の主に」と言われる。』天使たちの称賛によって、両者の定住は完

了されます。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は、楽園の民と獄火の民に関するかれの裁きについて、また、かれが各人をそ

れぞれ相応しい場所に送り給うたことについて、また、かれが不正を為さず正義を為す御方であらせられること

について語り給うた後に、かれの天使たちについて、彼らが偉大なる高御座を取り囲み彼らの主への称賛と共に

賛美し、かれの栄光と偉大さを讃え、かれがあらゆる欠落や不正から超越し給うことを宣言することについて、

教え給いました。 

また、アッラーは物事を裁定し、事を定め、正義によって判断し給いました。それゆえに、かれ（誉れ高き威

厳ある御方かな）は、『そして彼らの間はーつまり、すべての被造物の間はー真理によって裁かれた』と仰せにな

りました。 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

そして、おまえたちは、彼らの主への称賛と共に賛美して、高御座の周囲を取り囲む天使たちを、見るであ

ろう。そして彼らの間は真理によって裁かれた。そして、「称賛はアッラーに属す、諸世界の主に」と言われる。

（39:75） 
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 次に、かれは、『そして、「称賛はアッラーに属す、諸世界の主に」と言われる。』と仰せになりました。つまり、

言葉を話すものも、話さないものも、あらゆるすべての存在物が、「称賛は、かれの英知と正義ゆえに、アッラー

に属す、諸世界の主に。」と語りました。これゆえに、この言葉は、特定の話者に由来するものではなく、アッラ

ーがそれを語り、全ての被造物が称賛と共にかれについて証言することを、示し給うたのです。（クルアーン解釈

者）カターダは、「創造者（アッラー）は、創造を、かれの御言葉『称賛は、諸天と地を創造し給うたアッラーに

こそ属す。』（第 6 章［家畜］１節）と、称賛で始め給い、かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『そし

て彼らの間は真理によって裁かれた。そして、「称賛はアッラーに属す、諸世界の主に」と言われる』と、賛美し

て締めくくり給うた。」と説明しました。 

 

★クシャイリー 

 彼らは、何時も、彼らの主の称賛と共に、賛美しています。これは、高御座の回りにいる天使たちの行いです。

また、楽園の民と、獄火の民の間は、真理によって裁かれました。後者（獄火の民）には降順が定められ、前者

（楽園の民）には、昇順が定められるなど、さまざまな状況が定められます。また、天使たちの間も同様に、真

実なる御方（アッラー）が、彼らの崇拝行為において、望まれたものに応じて、彼らの段階について、定められ

ました。 

 

👀見てみようアラビア語 クルアーン 39 章 75 節より 

َق َوَ  َٱب ََمَ هَ ن َيَ ب ََىَ ض 
ِّقحَ ل   

そして彼らの間は真理によって裁かれた 

 وَ 
接続詞の、wa です。意味は、「そして」です。 

َق َ ىَ ض    
完了形・三人称・男性・単数の動詞「qaḍā（裁く）」の受け身形です。意味は、「裁かれた」です。 

مَ هَ ن َيَ ب َ  
「bayna」は前置詞で、意味は「～の間」です。前置詞についている名詞「hum」は、三人称・男性・複数の人

称代名詞で、「彼らの」という意味です。ですので、「bayna-hum」は、「彼らの間」という意味になります。ま

た、この文章では、動詞「quḍiya（裁かれた）」の主語になるので、日本語では「彼らの間は」と訳されます。 

 

ِّقحَ ل َٱب َ  
「bi」は前置詞で、意味は「～によって」です。前置詞についている名詞は「al-ḥaqq」ですが、これは、（英語

の the にあたる）定冠詞「al」に名詞「ḥaqq」がくっ付いたもので英語で the turth となり、日本語だと「真理」

と訳されます。前置詞の後についているので、属格の形となり、ḥaqqi と語尾に母音イの音をつけて読みます。

定冠詞 al は、前の文字とくっつけて読むと、a の音が落ちるので、bi-l-ḥaqqi と読み、意味は、「真理によって」

となります。 

👞  
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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 26 回 

アーミナ編著  

 

聖クルアーン 日亜対訳注解：https://bit.ly/3dDxZt8 

 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

◆預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のスンナを行うご褒美 

 

アッラーは、クルアーンの中で、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）の美しいご人徳や行動を模

倣するようにと私たちに命じています。 

 

【(使徒よ、)言うのだ。「もし、あなた方がアッラーのことを(真に)愛しているのなら、私に従うのだ。（そうす

れば）アッラーもあなた方を愛して下さり、あなた方のために、その罪をお赦し下さる。アッラーは赦し深いお

方、慈愛深いお方なのだから。】クルアーン イムラーン家章 3-31 

 

私たちがアッラーのことを愛し、アッラーに愛されたいと願うならば、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）に従いなさい、とおっしゃっています。私たちの心が預言者様（彼の上にアッラーの祝福

と平安あれ）につながることは、アッラーの権利を無視することでもないがしろにすることでもなく、アッラー

ご自身がお命じになられていることです。私たちがアッラーを愛することを求めるとき、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）へと私たちの心を向けてくださいました。預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）に従うように、と。そして、私たちの心が預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）へと

向かえば、アッラーは私たちが望む以上のものをお与えくださいます。それは、私たちがアッラーを愛すること

以上のすばらしいことです。そのご褒美とは、アッラーが、私たちを愛してくださり、私たちがアッラーの愛す

る人となる、という栄誉です。 

 

アッラーが愛してくださった人の心はどんな状態になるのでしょうか。アッラーがお選びになり、アッラーが

近づいてくださり、アッラーが愛してくださった心はどんな状態でしょうか。預言者様（彼の上にアッラーの祝

福と平安あれ）とつながり、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）を模倣することで、アッラーが愛

してくださる心を持つ栄誉を受けることができます。この栄誉について、アッラーはハディース・ル=クドスィ

https://bit.ly/3dDxZt8
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ー（聖ハディース：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）によって語られたアッラーから

の直接の御言葉）でこうおっしゃっています。 

 

≪アッラーは、こうおっしゃいました。『私のワリー（近しいしもべ）に敵対する者に対して、私は戦いを宣言し

た。また、私のしもべが、私に近づくために行うことの中で、私が義務として彼に課したことより好ましいもの

はありません。私のしもべが、義務以外の行為（※）によって絶えず私に近づくと、ついに私は彼を愛するよう

になります。》 

※スンナ：預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のなさっていた義務以外の任意の行い 

 

アッラーが愛した人は、どうなるのでしょうか？ハディースは続きます。 

 

《私が彼を愛すると、私は、彼が聞く耳となり、見る目となり、打つ手となり、また歩く足となります。 

そして、彼が求めたならば、私は必ず彼に与え、彼が助けを求めたならば、私は必ず彼を助けます。』≫ ブハー

リー伝承 

 

アッラーが愛する人になることで得られる偉大な栄誉です。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）

につながり、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）を愛し、模倣することによってこの栄誉が得られ

るのです。私たちがこの栄誉を手に入れることができるよう、アッラーにお願いしましょう。敬虔な学者、イブ

ン・アターイッラー師（アッラーのご慈悲あれ）はこうおっしゃいました。 

 

「アッラーがあなたの舌にドゥアー（アッラーへのお願い）をさせたときはいつでも、アッラーはすでにそれ

を与えることを望んでいることを知ってください。」イブン・アターイッラー師 

 

アッラーが私たちを愛する人の中に入れてくださいますように。アッラーが私たちと私たちのウンマを浄化す

る一瞥をお送りくださり、私たちの状態を正してくださいますように。アッラーよ、どうか私たちのウンマに起

こる災難を遠ざけてください。ウンマの不正を取り除いてください。ムスリムの亡くなった方たちに、あなたの

ご慈悲をおかけください。最後の審判の日には、私たちを預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）のウ

ンマの一員として復活させてください。アッラーよ、私たちがあなたに近づくことを禁じないでください。 

 

アッラーが私たちの心を預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への愛情で満たしてくださるように、

預言者ムハンマド様（彼に祝福と平安がありますように）のなさっていたドゥアーをしてみましょう。 
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【 ةًَ ْحم  َر  نَلَّد نك  ه ْبَل ن اَم  إ ْذَه د ْيت ن اَو  ْغَق ل وب ن اَب ْعدَ  ت ز  بَّن اَالَ  هَّابَ ر  َاْلو  َأ نت  إ نَّك  】 

【「（彼らは、こう言う。）我らが主よ、私たちを導かれた後で、私たちの心を歪めないで下さい。そしてあなた

の御許から、私たちにご慈悲をお授け下さい。本当にあなたこそは、恵み深いお方なのですから。」】 

クルアーン イムラーン家章 3-8 

 

ب  كَ  ≫ ب ن يَإ ل ىَح  ٍلَي ق ر   َع م  بَّ ح  َ،َو  بَّك  ْنَأ ح  َم  بَّ ح  َ،َو  بَّك  َح  َإ ن  يَأ ْسأ ل ك  مَّ  ≪ اللَّه 

جهَالترمذيأخر  

≪アッラーよ、あなたへの愛をお恵みください。あなたを愛する人への愛をお恵みください。 

私をあなたへの愛へと近づけてくれるものへの愛をお恵みください。≫ティルミズィー伝承 

 

،َ ْند ك  ع  بُّهَ  ْنَي ْنف ع ن يَح  َم  بَّ ح  َو  بَّك  ْقن يَح  َاْرز  مَّ  ≪اللَّه 

،َ بُّ اَت ح  ةًَل يَف يم  ق وَّ َف اْجع ْلهَ  بُّ اَأ ح  مَّ ْقت ن يَم  ز  اَر  مََّم   اللَّه 

بَُّ اَت ح  اًغاَل يَف يم  ف ر  َف اْجع ْلهَ  بُّ اَأ ح  مَّ َع ن  يَم  ْيت  و  اَز  مََّم  ≫اللَّه   

 أخرجهَالترمذي

≪アッラーよ、私にあなたへの愛をお恵みください。あなたの元で私に役立つものへの愛をお恵みください。 

アッラーよ、あなたがお恵みくださった私が好きなものを、あなたがお好きなことにおける力としてください。 

アッラーよ、私からお奪いになった私が好きなものを、あなたがお好きなことで埋める空白としてください。≫

ティルミズィー伝承 

 

👞 👞 
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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―』（中田考著２０１２年ムスリム新聞社発行）より 

カリフ国家の諸制度 

統治と行政 

解放党発行 ハサン中田訳 

 

書名『カリフ国家の諸制度／統治と行政』 

発行：解放党 

増補版 

2005／1426 年 

P.O.Box 135190 

 

第１章：カリフ 

カリフ擁立と忠誠の具体的手順 

 

 カリフに忠誠を誓う前の段階の、カリフの擁立が完了するための具体的な手順は、様々な形がありうる。使徒

ムハンマドの逝去後の正統カリフたち、つまり、アブー・バクル、ウマル、ウスマーン、アリーのカリフ擁立も

そうであったのである。総ての預言者の直弟子たちは、正統カリフたちのカリフ就位の様々な手順を黙認したが、

もし手順がイスラーム聖法に反していたなら、彼らはそれを拒絶していたはずである。なぜならカリフ位はムス

リムの共同体としての存在、イスラームによる統治の存続がそれにかかっている要であり、最重要事項だったか

らである。 

 これらの正統カリフたちの就位がどのように行われたかを調べるなら、それが以下のようであったことが分か

る。 

 先ず一部のムスリムたちがサアーダ族の館で討議したが、カリフ候補者は、サアド・ブン・ウバーダ、アブー・

ウバイダ、ウマル、アブー・バクルの 4 人であったが、ウマルと、アブー・ウバイダはアブー・バクルと争うこ

とを好まず、アブー・バクルとサアドの二人だけが競う形となり、協議の結果として最終的にアブー・バクルに

忠誠が誓われた。そして翌日ムスリムたちが預言者モスクに招集されアブー・バクルに忠誠を誓ったのである。

この最初のサアーダ族の館での忠誠誓約が（カリフ位）締結の忠誠誓約（bai‘ah in‘iqād）であり、それによって

アブー・バクルはムスリムのカリフとなったのであり、翌日のモスクでの忠誠誓約は服従の忠誠誓約（bai‘ah ṭā‘ah）

であった。 

 そしてアブー・バクルが自分が死病に罹っていることを自覚した時、特にムスリム軍が当時の二大超大国ペル

シャ帝国と東ローマ帝国と戦っていたこともあり、ムスリムたちを招集し、誰が彼の次のムスリムのカリフにな

るのかを協議した。この協議は 3 か月続いたが、アブー・バクルはムスリムの多数の考えを知り協議を終えて、

彼らにウマルが彼の次のカリフになるとの後任指名をおこなったが(‘ahada)、これは現代の用語では「推薦

(rashshaḥā)」にあたる。この後任指名、あるいは推薦は、彼の後任としてウマルがカリフになるとの統治契約

ではなかった。なぜなら、アブー・バクルの死後、ムスリムたちはモスクに集まり、ウマルにカリフ就位の忠誠

誓約を行っており、ウマルはこの忠誠誓約によりカリフになったのであり、事前の協議によってカリフになった

のでも、アブー・バクルによる後任推薦によってカリフになったのでもない。なぜならもしアブー・バクルによ

るウマルの推薦がカリフ就位の統治契約であったなら、改めてムスリムたちが忠誠誓約を交わす必要はなかった

からである。それに加えて既述の通り、ムスリムたちの忠誠誓約なしには誰もカリフになることはできないこと

を明示するクルアーンとスンナの明文が存在しているのである。 
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 それゆえウマルが（モスクでペルシャの刺客に）刺された時、ムスリムたちは彼に後任のカリフを指名するよ

うに求めたが、ウマルはそれを拒否した。しかし彼らがなおも彼に執拗に求めたため、ウマルは 6 人の候補の名

を挙げ、その 6 人とは別に人々の礼拝の導師としてはスハイブを指名し、彼が指定した 3 日の間に、彼が推薦し

た 6 人のうちからカリフを自分たちで選任するようにと指名したのである。ウマルはスハイブに「そしてもし 5

人が 1 人をカリフに選んで合意しているのに、1 人だけがそれを拒むようならその反対者の首を剣で刎ねよ」と

言っていた。（注 1） 

 その後で、ウマルはタルハ・アル＝アンサーリーを 50 人の配下をつけて彼らカリフ候補者の護衛に任じ、ア

ル＝ミクダード・ブン・アル＝アスワドに候補者たちの会合の場の選定を課した。そしてウマルが亡くなり、カ

リフ候補者たちの会合が開かれると、アブドッラフマーン・ブン・アウフが「あなたがたの中で辞退して最善者

がカリフ位に就くようにそれを委ねる者はいあないか」と尋ねた。全員が黙っているとアブドッラフマーンは「私

は辞退する」と言って、彼を除いて誰が最もカリフに相応しいか 1 人ずつ尋ねて回った。その結果、彼らの答え

は、アリーとウスマーンの 2 人に集約された。その後でアブドッラフマーンはムスリムたちが二人のうちのどち

らを望むかを、男性にも女性にも昼夜を徹して人々の意見を聞き集めたのである。アル＝ブハーリーはアル＝ミ

スワル・ブンマフラマが「私が眠りについた時、アブドッラフマーンが扉を叩いて私を起こし『あなたは眠って

いたようだが私はこの 3 日間（つまり３夜）、ほとんど眠っていない』と言った」と伝えている。そして人々が

夜明け前の礼拝を挙行し、ウスマーンの忠誠誓約が執り行われ、それによってウスマーンはムスリムのカリフに

なったのであり、ウマルによる 6 人のカリフ候補者指名によってカリフになったのではないのである。 

 そしてその後、ウスマーンが殺害されるとマディーナとクーファのムスリムの大多数がアリー・ブン・アビー・

ターリブに忠誠を誓ったので、アリーがムスリムの忠誠誓約によりカリフになったのである。 

 正統カリフたちの忠誠誓約を精査すれば、カリフ候補者たちが全てカリフ位締結の資格条件を満たしているこ

とが先ず人々に周知され、その後で、ウンマ（ムスリム共同体）を代表するムスリムの有力者たち「解き結ぶ者」

の意見が集約され、預言者の直弟子全て、あるいは大半が（カリフに就けること）を望む者が、カリフ位締結の

忠誠誓約を交わされ、カリフに就位し、それによってムスリムたちは彼への服従が義務となり、彼に服従の忠誠

を誓うのである。こうしてカリフが誕生し統治と権力におけるウンマの代理人となるのである。ちなみに正統カ

リフ時代には、ウンマの代表者たちは、周知であった。というのもそれは預言者の直弟子たちか、首都マディー

ナの住人であったからである。 

 これが正統カリフに対する忠誠誓約の歴史的事実から我々が理解したことであるが、その他にウマルの６人の

指名とウスマーンの忠誠誓約の手順から学ぶべき二つの事柄がある。それは新カリフを選ぶまでの期間を取り仕

切る臨時代行の存在と、候補者の最大定員が６人となることである。 

 

（注１）この話は、アル＝タバリー（歴史家、クルアーン解釈学者、923 年没）が彼の『史書(al-Ṭārīkh)』に、

イブン・クタイバ（文学者、889 年没）が『カリフの歴史(Ṭārīkh al-Khulafā’)』の通称で知られている『イマーム

職と政治(al-Imāmah wa-al-Siyāsah)』ん、イブン・サアド（歴史家、845 年没）が『大列伝(al-Ṭabaqāt al-Jubrā)』に

収録している。 

👞 👞 👞  

↓こちらもおすすめ↓ 

❁田中真知×中田考コラボ小説 

『世界のエリートはみなヤギを飼っていた』 

（https://www.kk-bestsellers.com/series/） 

❁カリフラノベ『オレカリ（略称）』＠caliphnovel (Twitter) 
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クシャイリーの書簡 

アブド・アル＝カースィム・アル＝クシャイリー著 

アーリファ松山訳 

 

（訳者解説） 

 クルアーン解説でもお世話になっているクシャイリー先生の代表作『クシャイリーの書簡』から、毎月少しず

つ新聞に掲載します。インシャーアッラー（アッラーが御望みであれば）。クシャイリー先生は、11 世紀のイラ

ンで活躍されていました。ハディース学に通じ、アシュアリー神学者としても有名です。『クシャイリーの書簡』

には、人が神を信仰する日々生活の中で感じる心の動きや、見た目に現れる様子について、解説してあります。

紹介するところが、実は、『クシャイリーの書簡』の途中からなのですが、それには理由があって、『クシャイリ

ーの書簡』を私が翻訳し始めたのは、今からもう 20 年くらい前になるので、そのころの訳について私が納得で

きていないためと、今月紹介する「期待の章」あたりから、これはとても大切なことをクシャイリー先生が語っ

ているのではないか！と私が気付いたからです。中途半端な始まり方ですが、クシャイリー先生が語ってくださ

るお話が、みなさんのお役に立つことを期待しています。アッラーのお助けがありますように。アーミン。 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――  

期待する気持ち（الرجاة） 

の節（その１） 

 

 アッラー（至高なる御方かな）は仰せになった。『アッラーとの会見を期待していた者、まことにアッラーの時

期は来るべきもの。』（第 29 章［蟻］5 節） 

 アブー・アル＝ハサン・アリー・ブン・アフマド・アル＝アフワーズィーはわれらに次のように教えた。アフ

マド・ブン・ウバイド・アッ＝サッファールは次のようにわれらに教えた。アムル・ブン・ムスリム・アッ＝サ

カフィーは次のようにわれらに語った。アル＝ハサン・ブン・ハーリドは次のようにわれらに語った。アル＝ア

ラーゥ・ブン・ザイドはわれらに次のように語った。 

 私は、マーリク・ブン・ディーナールのところに行くと、彼の許に、シャフル・ブン・ハウシャブがいた。わ

れらが彼（マーリク）のところからおいとまするさいに、私は、シャフルに言いました。「アッラー（至高なる御

方かな）があなたにご慈悲をかけ給いますように。私にも何か言ってください。そうすれば、きっとアッラー（至

高なる御方かな）もあなたに（恵みを）与え給うでしょう。」すると、彼は、「いいですよ。わたしの父方のおば

のウンム・アッ＝ダルダーゥが、私の父のアッ＝ダルダーゥから聞いて、私に次のように語りました。アッラー

の預言者（アッラーの祝福と平安あれ）は、（天使の）ジブリール（アッラーの平安あれ）から聞いて次のように

言われました。「あなたがたの主（誉れ高き威厳ある御方かな）は仰せられた。『わがしもべよ。おまえがわれを

崇拝し、われに期待し、われに何かを並べたてないかぎり、おまえにゆらいするものについておまえを私は許そ

う。たとえ、おまえが大地を満たすほどの過ちと罪と共に、われと会ったのとしても、われは、それと同じほど

の、許しとともに、おまえと会い、おまえを許そう。われは気にしない。』」 

 

続く、インシャーアッラー。 

 

👞 👞 👞 👞  



11 

 

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 

1２．預言者ムハンマド 

（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム：アッラーの祝福と平安が彼にありますように）  

その３ 

 

 クライシュ族はカアバ神殿を再建することに決めました。 

 それは洪水で壊れていました。 

 突然の洪水が建物を揺らし、壁にひび割れができていました。 

 建物はもろい石で作られ、天井もありませんでした。 

 

 マッカのすべての部族が手を貸しあって建物を建てました。 

 住人のそれぞれが何らかの手助けをしました。 

 ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）も仕事を手伝いました。 

  

 けれども作業が黒石を置く高さにまで達したとき、重大な問題が起こりました。 

 誰が黒石をその場所に置くかということで人々は言い争いました。 

 カアバ神殿は預言者イブラーヒームによって建てられ、この黒石はマッカの巡礼者に聖なるカアバ神殿をどこ

から回り始めるかを示すものとして彼が置いたのです。 

 誰もが黒石をそこに置く名誉を望んだので争いが起こりました。アラブの部族で互いに殺し合いが始まりまし

た。 

 

 その問題は収まりそうにありませんでした。しかし、ある人が、この問題は翌朝までそのままにして、最初に

その場に入ってきた者に決定を任せようと提案をしました。 

 翌朝、最初に現れたのは他でもない、ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）でした。 

 人々はムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）をたいへん尊敬していました。 

 人々は彼のことをアル＝アミーン（信頼のおける者）と呼んでいました。 

 ですから、人々は彼を見てとてもうれしく感じ、彼に争いの仲裁を頼みました。 

  

 ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）は大きな布を用意させ、その上に黒石をのせました。

そして、各部族から一人ずつ呼び、それぞれが布の端を持ち上げ、その場所まで運ぶよう言いました。それから、

預言者ご自身で黒石をその場所にお据えになりました。こうして、大きな争いは血を流すことなく、解決されま

した。 
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作業 

A.正しい文に〇を、間違っている文に✕を書きなさい。 

１．人々は彼（ムハンマド）のことを信頼できる人を意味するアル＝アミーンと呼んでいました。 

 

２．位種族はカアバ神殿の立て直しを望んではいませんでした。 

  

３．クライシュ族は黒石を置くことについて言い争い、多くの人が殺されました。 

 

B.質問に答えなさい。 

 

１．マッカの人々はなぜ預言者ムハンマドをそんなにも尊敬していたのですか。 

  

２．クライシュ族はなぜカアバ神殿を立て直すことを決めたのですか。 

 

３．なぜアラブの部族のリーダーたちはカアバ神殿の立て直しの途中で言い争ったのですか。 

  

４．ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）はどのようにその言い争いを解決しましたか。 

  

５．私たちは黒石を崇拝しますか。 

 

👞 👞 👞 👞 👞 
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📚 今月の本 

📕 『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、2020 年。 

 ［今月の言葉はこちら］ 

８．神さまはいつもいっしょ （36頁） 

 じぶんといっしょにいることをやめて、神さまといっしょにいるようになったら、命令は命令ではなくなります。どんなこと

も水が上から下に流れるように、すんなりと自然になるはずです。 

 

📕『魂の声をあげるー現代史としてのラップ・フランセ』陣野俊史著、アプレミディ、2022 年。 

 今回ご紹介する本は、1990 年から現在に至る、フランスのラップについてのお話ですが、前近代的な世界か

ら、オスマン帝国が滅びいき、徐々に、国民国家が成立していくことが大きく関係しているという点において、

前回ご紹介した本『バルカンー「ヨーロッパの火薬庫」の歴史』（マーク・マゾワー著、井上廣美訳、中央公論新

社）から繋がっている本です。国籍を持って住んでいる国において、少数派で権力がなく他者に話を聞いてもら

えない人たちが、かっこいい音楽によって周りの人たちに自分の意見や語りを聞いてもらうという手段として、

ラップは発展してきました。フランスでは、第一次世界大戦以降、フランス国外に先祖の由来を持つ人々が、フ

ランス社会の中で周辺に追いやられる状況の中から、ラップによって自らの存在を世間に知らせる人々が増えま

した。フランスのラップには、日本の漫画やアニメからの影響がみられるそうですが、学者の内田樹先生がツイ

ッターで、漫画やアニメが世界に広がった理由として、それらが「若い人たちに好きにさせて、うるさく条件を

つけない。アイディアや技法はすべて「パブリックドメイン」として共有する。」（https://twitter.com/ 

levinassien）という方法で作られているからだとおっしゃっていました。ラップも、ラップをしている人たちは、

「ヒップホップネイション」に属していて、人種や言語などのいわば、「先験的なアイデンティティー」超えて、

「俺たちはひとつの社会の住民なのだ」（同書 353 頁）という感覚を共有しているそうです。今回の本も、アイ

デンティティーの問題が関係しているようです。自分が何者かに気が付き、民族や言語や国境による断絶を超え

て、新たなつながりを身の回りに構築するための手がかりをくれる本です。 

 

🍂 お便り 

●「編集後記」やめました 

アッサラームアライクム。今月も、最後まで読んでくださってありがとうございます。紫陽花が紫、白、ピン

クと、目の前に広がる風景を鮮やかに彩り、ムクドリやスズメやメジロが、きれいな声で鳴くのが聞こえてきま

す。すこし前から編集後記をやめ、お手紙のコーナーにして、今月からは、名前を「お便り」にしてみました。

もともとムスリム新聞は「みんなの」というのがコンセプトでした。「編集後記」は、紙に印刷された新聞から、

ネット上で読める手で触ることのできない新聞へ切り替えた際に、書きはじめました。その時は、誰が作ってい

るのか分からいような印象を読者の方に与えてしまいそうだったので「編集後記」を書いて、新聞を編集してい

る私の雰囲気を読者の方に伝わりやすいようにしていました。ですが、HP 上での新聞掲載も 2017 年から、は

やいもので約 5 年たちましたのでそろそろ、編集後記がなくてもよいころあいでしょう。これまでも、これから

も読者のみなさんからの「お便り」をお待ちしております。ではまた来月も新聞をみなさんに届けられますよう

に。アッラーの御加護と祝福がみなさんにありますように。（アーリファより） 

● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● 

『ムスリム新聞』第 355 号 発行人：ムジャーヒド松山 編集人：アーリファ松山  


