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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）。 

家の外に一歩出かけるとすみれやたんぽぽやつつじがあちこちで紫、黄色、赤と色とりどり

の花をさかせています。今月号では、コロナからアッラーに守護を求める方法についてアーミ

ナさんがお伝えくださっています。アッラーから与えられたこの出来事がアッラーへと近づく

きっかけとなりますように。アーミン 

ではどうぞご覧ください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］３―４節（２） 

アーリファ松山 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

 アッラーにこそ純粋な宗教は属するのではないか。かれではないものを後見とした者

たち、「われらがそれらに仕えるのは、それらがわれらをアッラーの御側に近づけるため

にほかならない」。まことに、アッラーは、彼らが分裂することについて、彼らの間を裁

き給う。まことに、アッラーは忘恩の不信仰者の嘘つきを導き給わない。（３９：３） 

 もしアッラーが子を持とうと望み給うたなら、かれが創り給うものから御望みのもの

を選り抜き給うたであろう。称えあれ、かれこそは超越者。かれはアッラー、唯一なる御

方にして支配者。（３９：４） 

 

 アッラーにこそ純粋な宗教は属するのではないか。かれではないものを後見とした者たち、「われらがそれら

に仕えるのは、それらがわれらをアッラーの御側に近づけるためにほかならない」。まことに、アッラーは、彼ら

が分裂することについて、彼らの間を裁き給う。まことに、アッラーは忘恩の不信仰者の嘘つきを導き給わない。

（３９：３） 

★ジャラーライン 

『アッラーにこそ純粋な宗教は属するのではないか』かれ（威厳あり至高なる御方かな）の他はそれに相応し

くありません。 

 『かれではないもの』諸々の偶像。 

 『かれではないものを後見とした者たち』つまり、彼らはマッカの不信仰者たちです。彼らは、『われらがそれ

らに・・・・ほかならない。』と言いました。 

 『御側に』近づけて。 

 『彼らが分裂することについて』宗教の事柄において。 

『彼らの間を』（つまり、彼らと）イスラームに帰依した者たちとの間を。 

『アッラーは、・・・裁き給う』アッラーは信仰する者を楽園に入れ、信仰しない者を火獄に入れ給います。 

『忘恩の不信仰者』アッラー以外のものを崇拝することによって。 

『嘘つき』かれに子供を関係付けることにおいて。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は偶像を拝む多神崇拝者たちについて教え給いました。 

彼らは『われらがそれらに仕えるのは、それらがわれらをアッラーの御側に近づけるためにほかならない。』と

言いました。彼らがそれらを崇拝するようになった次第は、まず彼らが偶像に着目し、次にそれをアッラーに近

しい者とみなされた天使の姿（と彼らに想像されたもの）に造形し、それが彼らのためにアッラー（至高なる御
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方かな）の御許で彼らへの援助と糧と現世で彼らに降りかかる諸々の出来事に関して執り成してくれると期待し

て、彼らはそのような像を拝むようになったというものです。結局のところ彼らは天使を崇拝したのです。来世

について言えば、彼らは頑なに否定し、信じませんでした。 

カターダとスッディーとマーリクは、ザイド・ブン・アスラムと（その息子の）イブン・ザイドの次の説明を

伝えています。「『それらがわれらをアッラーの御側に近づけるためにほかならない』とはつまり、それらが彼ら

のために（アッラーに）執り成しをし、かれの御許にわれらをより近づけるためである、ということである。」 

 それゆえ、彼らは（イスラーム以前の）無明時代（ジャーヒリーヤ）に、カアバに巡礼する際、タルビヤ（巡

礼に唱える文言）として「わたしめはここにおります。あなたに属するものの他、あなたに並び立つものはあり

ません。あなたはそれを所有し、それは所有しませんでした。」と言いました。 

昔の時代や今の時代でも多神教徒らが用いるこの手のそれらしい言い訳を、各々の使徒（すべての方にアッラ

ーの祝福と平安あれ）は派遣された際に否定し禁じ、むしろ唯一にしてかれに並ぶものなきアッラーにのみ崇拝

行為を捧げるよう呼びかけました。すなわち、これは、多神教徒らが自ら作り出し、アッラーのご許可もご満悦

をも伴わず、むしろアッラーが嫌い禁じ給うたことでした。 

『確かにわれらはすべての使徒を遣わした。アッラーに仕え、邪神を避けよ、と。』（第 16 章［蜜蜂］36 節） 

『そしてわれらはおまえ以前にも、「われのほかに神はない、それゆえ、われに仕えよ」と啓示せずに使徒を遣

わしたことはなかった。』（第２１章［預言者たち］２５節） 

 また、アッラーは次のことを教え給いました。アッラーの御許に近しい天使や、それ以外の天使を含め、諸天

にいる天使たちは皆、アッラーにのみ従事し、アッラーが満悦し給うた者に対して、かれのご許可なくして、か

れの御許で執成しをなすことはできません。彼ら天使たちは、かれの御許において、まるで王様の側にいる大臣

のようにあるわけではありません。大臣たちは、彼らの王様の許で、王様の許可がなくても、王様が好意を抱い

たりもしくは嫌悪感を抱いた相手に対して執成します。そのようなことからアッラーは高く偉大であらせられま

す。 

『それゆえアッラーに類比を行ってはならない。』（第 16 章［蜜蜂］７４節） 

 かれ（誉れ高く威厳ある御方かな）の御言葉『まことに、アッラーは、彼らが分裂することについて、彼らの

間を裁き給う。』つまり、復活の日に。 

『彼らが分裂することについて、彼らの間を裁き給う。』つまり来世において人々を分別し、それぞれの行いに

応じて彼ら各々に報い給うでしょう。 

 『そしてかれが彼らを一斉に集め給い、それから天使たちに仰せられる日、「これらの者はおまえたちに仕えて

いたのか」。（３４：４０）彼らは言う。「称えあれ、あなたこそ超越者、あなたはわれらの後見であらせられ、彼

らはそうではありません。いや、彼らは幽精（ジン）に仕えていたのです。彼らの大半はそれらを信じる者でし

た。」（３４：４１）』（第３４章［サバァ］４０，４１節） 

 かれ（誉れ高く威厳ある御方かな）の御言葉『まことに、アッラーは忘恩の不信仰者の嘘つきを導き給わない。』

つまり、アッラー（至高なる方かな）について嘘を述べたり、捏造したりする者や、その心にかれの諸々の徴や

論拠や証拠についての不信がある者たちを、かれは導き給いません。 
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★クシャイリー 

 『純粋な（khālis）宗教』はアッラーにすべて属し、それにおいてしもべには分け前があります。しかし、それ

は純粋さ（’ikhlās）から程遠いものですが、かれの御命令を伴うものです。つまりアッラーからしもべに、おの

が服従行為への（かれからの）報酬を期待せよとの御命令が下ったために、たとえ、しもべがかれの御命令（か

れの報酬を期待すること）を考慮しつつ服従行為をなしたとしても、それでしもべが純粋さ（’ikhlās）を欠くこ

とになりません。もしそうでなければこの世界に純粋な者（mukhliṣ）は存在しえません。 

 『かれではないものを後見とした者たち』とは、諸々の偶像を拝んでいた者たちです。 

 『われらが彼らに仕えるのは、彼らがわれらをアッラーの御側に近づけるためにほかならない。』と彼らは言い

ました。しかし、彼らはこのことをアッラーの御前では言いませんでした。また、かれの御命令によるものでも、

またかれの御許しがあってのものではありません。ただ彼ら自身でそのように判断しました。そこでアッラーは

彼らを論駁し給いました。 

ここでは、時がそれを要請したものではなく、しもべ自身の情熱による（かれへの）近づきを求めてなす行為

と、しもべとアッラーとの間で結ばれたにもかかわらずその後実践されなかった諸々の約束事について仄めかさ

れています。つまり、そのようなものはすべて己の欲望に従ったものでした。 

かれ（至高なる御方かな）は、『修道院制度を彼らは作り出したが、それはわれらが彼らに書き留めたのではな

く、ただアッラーの御満悦を求めて。だが、彼らはそれを正しい守り方で守らなかった。』（第５７章［鉄］２７

節）と仰せになりました。 

 『まことに、アッラーは忘恩の不信仰者の嘘つきを導き給わない。』現世においてあなたは彼らをかれの宗教に

導くことはできず、また来世においてもかれの報奨に彼らを導くことはできません。ここでは、自分にふさわし

くないものに夢中になったり、誠実さを伴わず何かを求めたりする者への警告が仄めかされています。まことに

アッラーはけっしてそのような者を彼に相応しいものや賢明な行為にお導きになりません。アッラーの懲罰とは、

しもべがその甘美さや喜びが実現する前に求め夢中になったものを、かれがしもべに禁じ給うことです。 

 

 もしアッラーが子を持とうと望み給うたなら、かれが創り給うものから御望みのものを選り抜き給うたであろ

う。称えあれ、かれこそは超越者。かれはアッラー、唯一なる御方にして支配者。（３９：４） 

★ジャラーライン 

 『もしアッラーが子を持とうと望み給うたなら』とは、不信仰者らが『慈悲あまねく御方は子を持ち給うた』

（第１９章［マルヤム］８８節）と言ったことについてです。 

 『かれが創り給うたものから御望みのものを選り抜き給うたであろう』そして、それを子となし給うたであろ

う。「天使はアッラーの娘である」、「ウザイル（エズラ）はアッラーの息子である」、「マスィーフ（メシア）はア

ッラーの息子である」など彼らが言ったようなものではなく。 

 『かれこそは超越者』子を持つことからかれを清め奉る。 

 『支配者』かれの被造物に対して。 

 

★イブン・カスィール 

かれ（至高なる御方かな）は、多神教徒で無知な者が「それは天使である」と、ユダヤ教徒で頑迷な者が「そ
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れはウザイルである」と、頑迷なキリスト教徒が「それはイーサーである」と主張しているような子供はアッラ

ーにはいないことを明かし給いました。 

かれ（称賛されし至高なる御方かな）は『かれが創り給うものから御望みのものを選り抜き給うたであろう。』

と仰せになりました。つまり事実は彼らが主張するもとのとは異なります。この仮定文は、そのことが起きたと

いう事実も、それが起きる可能性も主張していません。これは不可能なことなのです。この一節は彼らの主張の

無知蒙昧さを知らせています。 

かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は『もしわれらが気晴らしを持とうと欲したのであれば、われらの側から

それを持ったであろう。もしわれらがそれをなす者であれば。』（第２１章［預言者たち］17 節）とも仰せにな

っています。 

『言え、「もし仮に慈悲あまねき御方に子供があるとすれば、私は仕える者たちの最初の者であろう。』（第 43

章［煙霧］８１節） 

これらクルアーンの各節は仮定文です。話者の意図に応じて仮定文がその存在の不可能性に帰結することはあ

りえます。 

かれ（至高なる御方かな）は『称えあれ、かれこそは超越者。かれはアッラー、唯一なる御方にして支配者。』

と仰せになりました。つまり、かれはかれに子供があるということからより高く超越し聖別された御方であらせ

られます。 

かれは、一にして、唯一にして、単一にして、自存し、あらゆるものがしもべであるとこの御方であらせられ

ます。また、あらゆるものはかれを必要とする貧しい者ですが、かれはかれ以外のものを必要としない富貴なる

御方です。また、かれは諸々の物事を支配し給うた御方であらせられ、ゆえに諸々のものはかれに負債を負い身

を屈め服従しています。また、かれは不正をなす者たちや、拒絶し信じない者たちが言うようなことから遥か離

れ、称賛され至高なる御方であらせられます。 

 

★クシャイリー 

 アッラーは、「マスィーフ（メシア）はアッラーの息子である、ウザイルはアッラーの子供である」などと言う

彼ら（偶像崇拝者）の理性や信条の範囲に合わせて彼らに語りかけ給いました。 

かれは「もしわれがわれに相応しく高貴さを備えた子供を選ぶとしたならば、食べることも飲むこともなく被

造物としての性質から離れた天使たちの中から選んだであろう。」と仰せになりました。次いで、かれはかれがそ

のようなことから離れ聖化された御方であらせられることを告げ『称えあれ、かれこそは超越者。かれはアッラ

ー、唯一なる御方にして支配者。』と仰せになりました。 

かれはいかなるこどもをも持つことから離れ超越せし御方であられます。そのような考えはかれの特徴にはあ

りえず、まったく非現実的です。かれは種類性や不可能性から離れ聖化された御方であるゆえに、（何ものかが、

そのようなアッラーの）子供としてふさわしいかどうか、という点においてもそれは不可能です。 

アッラーはそれをあり得ないこととしてみなすように、そのように仰せになったのです。もしそのことが事実

であるならば、かれの有り様はどのようなものであったでしょうかかれ（至高なる御方かな）は『もしそこにア

ッラーの他に神々がいれば、それは荒廃したであろう』（第２１章［預言者たち］22 節）と仰せになっています。 
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見てみようアラビア語 

クルアーン第３９章４節から 

 

اُر.ل  ٱِحدُ اوَ ل  ٱهللُ ٱُهَو  قَهَّ  
（意訳） 

かれはアッラー、唯一なる御方にして支配者。 

 ُهوَ 
（人称代名詞、主部） 

かれ 

هللُ ٱ  
（名詞、述部） 

アッラー 

ِحدُ اوَ ل  ٱ  
（名詞、述部） 

唯一なる御方 

ارُ ل  ٱ قَهَّ  
（名詞、述部） 

支配者 

 

🐣 🥚 🥚 🥚 🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚 🥚 🥚 🥚  🥚 🥚 🥚  
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。） 

『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。 

 

 

🕯  🕯  🕯     
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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 

〈特別企画〉 

コロナウイルスから保護を求めるニーヤ（意思）で 

唱える毎日のズィクル 

訳著：アーミナ 

 
コロナウイルスからの保護を求めるニーヤ（意思）で、毎日唱えるといいズィクルの例を２つ（①と②）ご

紹介します。両方とも実行されてもいいですが、どちらか一つでももちろん大丈夫です。 

 

① アブドゥッラー・ブヌ・バイヤ師（アッラーの加護あれ）による、伝染病の時のウィルド 

（すべての礼拝後、またはいつでも唱えられます。） 

 

１．「アスタグフィルッラーハ ルアズィーマ ワ アトゥーブ イライヒ」×100 回唱える 

(意味：偉大なるアッラーに私の罪の赦しを請い、悔悟します。） 

 

２． 「ハスブナッラーフ ワ ニァマルワキール」×100 回唱える 

 

（意味：私たちにはアッラーがいれば十分です。アッラーこそ最高の庇護者です。） 

 

３．サキーナ（平安）のアーヤ（節）を詠む。 
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 ４．強化のアーヤ（節）を詠む。 

 

５．６．胸を広げる章とトゥール章の２７，２８アーヤ（節）を詠む。 

 

７．「ヤー バッル ヤー ラヒーム」×7 回唱える 

（意味：情け深いお方、慈悲深いお方よ） 
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８．「ムンナ アライナー ワ キナー アザーバッサムーミ ワ キナルワバーア ワルバラ―ア ワ ナス

アルカルアフワ ワルアーフィヤタ ワ サッラッラーフ アラー サィイディナー ムハンマディン ワ 

アラー アーリヒ ワ サフビヒ ワ サッラム」 

（意味：私達に慈悲を垂れてください。熱風の懲罰から私たちをお守りください。伝染病と災害から私たちを

お守りください。私達は、あなたに、赦しとご加護を願います。私達の長、ムハンマド様とそのご一族とご

教友達に、アッラーからの祝福と平安あれ。） 

 

リンク：https://bit.ly/2WVD7CV  

 

 

②伝染病および病気からの保護 

ハビーブ・ウマル師（アッラーのご加護あれ）は、疫病や病気から身を守るために何をすべきかについて尋ね

られた時、４つのことを教えました。 それらは次の通りです。 

1.サダカ（任意の喜捨）を与える[Sadaqa]。 

2.アッラーに自分の罪の許しを求めること[Istighfār]。 

3.預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）への祝福祈願を増やすこと。 

4.朝と夕方の保護のアーヤ（節）[āyāṭ al-ḥifẓ] を詠むこと。それらは次の通り： 

 

 َوالَ يَُؤودُهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلعَِليُّ اْلعَِظيمُ 
 َويُْرِسُل َعلَْيُكم َحفََظة  

اِحِمينَ  ُ َخْيٌر َحافِظ ا َوُهَو أَْرَحُم الرَّ  فَاّلله
ن بَْيِن يَدَْيِه َوِمْن َخْلِفِه  ِ لَهُ ُمعَقهِبَاٌت مهِ يَْحفَُظونَهُ ِمْن أَْمِر للاه  

ْكَر َوإِنَّا لَهُ لََحافُِظونَ  ْلنَا الذهِ  إِنَّا نَْحُن نَزَّ
ِجيمٍ   َوَحِفْظنَاَها ِمن ُكلهِ َشْيَطاٍن رَّ
ْحفُوظ ا  َوَجعَْلنَا السََّماء َسْقف ا مَّ
 َوَربَُّك َعلَى ُكلهِ َشْيٍء َحِفيظٌ 
اِردٍ  ن ُكلهِ َشْيَطاٍن مَّ  َوِحْفظ ا مهِ
ا َعلَْيَها َحافِظٌ   إِن ُكلُّ نَْفٍس لَّمَّ
 َوِحْفظ ا ذَِلَك تَْقِديُر اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ 

https://bit.ly/2WVD7CV
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ُ َحِفيٌظ َعلَْيِهْم َوَما أَنَت َعلَْيِهم بَِوِكيلٍ   للاَّ
ا َكاتِبِيَن * يَْعلَُموَن َما تَْفعَلُونَ   َوإِنَّ َعلَْيُكْم لََحافِِظيَن * ِكَرام 

ْحفُوظٍ بَْل ُهَو قُْرآٌن مَّ  ِجيدٌ * فِي لَْوحٍ مَّ  
保護のアーヤ（節）[āyāṭ al-ḥifẓ]についての逸話： 

イマーム・シャーフィイの弟子のひとりアブドゥッラー・ブヌ・ヤヒヤーが、刀を持った数人の男によって切

り付けられた時、彼らの刀は、彼を傷つけることができませんでした。その理由を聞かれると彼は、「私は保護

のアーヤを読んでいます。」と言いました。そして、彼は更にこう言いました。「私はある日集会から帰る途中、

栄養失調の子羊と戯れている狼を見ましたが、狼は、一度も子羊に噛みついたりしなかったのです。 それで私た

ちは子羊に近づき、その首に縛られたお守りに、この保護のアーヤ（節）が書かれているのを見つけました。」 

リンク：https://bit.ly/2UVEnDI  

 

伝染病における忍耐者のご褒美 

自分が伝染病になった場合、もしくは、自分がいる国に伝染病が流行った場合のご褒美 

 

預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の奥様のアーイシャ様(アッラーのご満悦あれ)が伝えるところ

によると、彼女が伝染病について、アッラーの使徒さま（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に尋ねた時、

預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、こうお答えになりました。 

 

≪誰でも伝染病に遭遇したしもべが、忍耐し、アッラーが書き留めたことしか自分に降りかかることはない、

と知り、その国に留まれば、殉教者（シャヒード）の報奨と同じものがあります。≫ 

アル=ブハーリー伝承 真正ハディース 

ハディース解説： 

≪誰でも伝染病に遭遇したしもべ≫：ムスリム 

≪その国に留まれば≫：イマーム・アハマド伝承では、≪自分の家に留まれば≫。伝染病が流行っている国に

留まり、そこから出ないこと。 

≪忍耐し≫：疎ましく思ったり、心配したりせず、アッラーの命令に委ね、アッラーの宿命に満足しているこ

と。これが、伝染病で亡くなる場合に、殉教者の報奨をもらえる一つ目の条件。自分のいる場所に留まり、そ

こから逃げ出しません。 

≪アッラーが書き留めたことしか自分に降りかかることはない、と知り≫：これが二つ目の条件。つまり、も

しその場に留まっても、心配し、≪ここから出ていれば、自分が助かったのに、ここにいたから病気になった

のだ≫、と思い、出ておけばよかった、と後悔していると、伝染病で死んでも、殉教者の報奨はありません。 

≪殉教者（シャヒード）の報奨と同じものがあります。≫：伝染病が流行っている地にいて、殉教者としての

報奨が得られるのは、次の 3 つの状態です。 

① 上記の心持で留まり、伝染病にかかり、それによって亡くなった場合 

https://bit.ly/2UVEnDI
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② 上記の心持で留まり、伝染病にかかり、亡くならなかった場合 

③ 上記の心持で留まり、伝染病にかからず、別の理由で亡くなった場合 

参照： 

  البخاري صحيح شرح الباري فتح

『ファタフ・ル=バーリー アルブハーリーのハディース解説書』イブン・ハジャル・アスカラーニー 

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=10474&bk_no=52&flag=1 

ابِِر فِي الطَّاُعونِ   بَاب أَْجِر الصَّ
 

ِ ْبُن  َحدَّثَنَا دَاُودُ ْبُن أَبِي اْلفَُراتِ  َحدَّثَنَا َحبَّانُ  أَْخبََرنَا إِْسَحاقُ  َحدَّثَنَا 5402 َعْبدُ للاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَنََّها أَْخبََرتْنَا أَنََّها  ِ  َصلَّى للاَّ بَُرْيدَةَ  َعنْ  يَْحيَى ْبِن يَْعَمرَ  َعنْ  َعائَِشةَ َزْوجِ النَّبِيه
ُ َعلَ ْيِه  ِ َصلَّى للاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن الطَّاُعوِن فَأَْخبََرَها نَبِيُّ للاَّ ِ َصلَّى للاَّ َسأَلَْت َرُسوَل للاَّ
ُ َرْحَمة  ِلْلُمْؤِمنِينَ  فَلَْيَس مِ ْن َعْبٍد  ُ َعلَى َمْن يََشاُء فََجعَلَهُ للاَّ َوَسلَّمَ  أَنَّهُ َكاَن َعذَاب ا يَْبعَثُهُ للاَّ
ُ لَهُ إاِلَّ َكاَن لَهُ  ا يَْعلَُم أَنَّهُ لَْن يُِصيبَهُ إاِلَّ َما َكتََب للاَّ يَقَُع الطَّاُعوُن فَيَْمُكُث فِي بَلَِدِه َصابِر 

 ِمثُْل أَْجِر الشَِّهيدِ  تَابَعَهُ النَّْضُر َعْن دَاُودَ 

 

どんな試練にも、恩恵があります～コロナウイルスへの対処 

 

ハビーブ・アリー・ジェフリー師（アッラーのご加護あれ） 

https://www.youtube.com/watch?v=azm6PyrFZ6Q 

 

コロナウイルスのような伝染病が蔓延している状態について、預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あ

れ）からの吉報があります。預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は言われました。 

 

≪誰でも伝染病に遭遇した者が、忍耐し、来世を期待し、アッラーが書き留めたことしか自分に降りかかるこ

とはない、と知り、自分の家に留まれば、殉教者（シャヒード）の報奨と同じものがあります。≫ 

イマーム・アハマド伝承 

 

このハディースには、手段を講じて、アッラーに委ねることと、心を安らかにあることの二つの状態があり

ます。手段を講じることについては、家に留まることです。≪自分の家に留まれば≫ 家にいてください、と

いうことです。 

≪忍耐し≫ 心配したり、動揺したりせず、≪来世を期待し≫ つまり、家にいることで得られる、アッラ

ーからの報奨を求め、≪アッラーが書き留めたことしか自分に降りかかることはない、と知り≫ つまり心安

らかに、アッラーへの絶大な信頼の元、アッラーに委ね、アッラーだけを頼みにしている状態、これらの条件

を満たす者には、≪殉教者（シャヒード）の報奨と同じものがあります。≫ もし伝染病にかからなくて、そ

https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=10474&bk_no=52&flag=1
https://www.youtube.com/watch?v=azm6PyrFZ6Q
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れで亡くならなくても、と、ハディース学者のイブヌ・ハジャル・ル=アスカラーニー師(アッラーの慈悲あれ)

は解説しています。 

 

アッラーよ、私達に、預言者様(彼の上にアッラーの祝福と平安あれ)の導きによる行いをお恵みください。 

忍耐し、心配せず、動揺せず、利己的な混乱に陥ることなく、来世を期待し、あなたの元にある、あなたの

ご満悦と報奨を誠実に求め、アッラーが書き留めたことしか自分に降りかかることはない と、心安らかにい

られますように。 

アッラーよ、あなたのお優しさを求めます、多くの優しさを隠されているお方よ。 

アッラーよ、解決を速めてください。困難と窮地を取り除いてください。 

助けを求める者たちの救助者よ、私達を助けてください。 

助けを求める者たちの救助者よ、私達を助けてください。 

助けを求める者たちの救助者よ、私達を助けてください。 

死をまのがれない者たちが行き着く先のお方よ、避難する者たちの避難所であられるお方よ、アッラーよ、

国々と人々を慰め、害と疫病を取り除いてください。現れている害も、内包している害も取り除いてくださ

い。 

この疫病を私達から取り除いてください。私達の心から、憎しみや嫌悪、高慢さや自惚れ、妬みや罪や悪事

への執着、現世への愛情という、精神的な疫病を取り除いてください。 

生きられるお方、永遠なるお方よ、アッラーよ、私達は、あなたの元のご加護を求めます。 

医師や看護師、医療機器や技術スタッフなど医療関係者の方々、軍や警察関係の方々、消毒をする清掃員の

方々、無関心でも不注意でもなく、勇敢に、ギリギリの努力をされている方々をお守ください。 

アッラーよ、どうか彼らの手を取り、彼らをお守ください。アッラーよ、私達は彼らをあなたに預けました。

彼らのために保護者となってください。宗教と現世と来世において最も良い委託場所であるお方よ。 

私達の長、ムハンマド様とご一族とご教友達の上にアッラーの祝福と平安がありますように。 

万有の主に讃えあれ。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

🕯  🕯  🕯 
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🍏   

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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『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 

解放党とイスラーム地球革命（５） 

４．解放党の「現代性」 

ハサン中田 

 

 現代世界の抱える最大の問題は、「リヴァイアサン（国民国家）」と「マモン（財神）」の２つの偶像神に対する

物神崇拝である。 

 アメリカ初の「グローバリゼーション」とカジノの経済により、「リヴァイアサン（国民国家）」と「マモン（財

神）」のもたらす災厄に人々が気づき始めたのは、20 世紀の終わりから、２１世紀の初頭にかけてである。20 世

紀の前半からこの二つの偶像神を主要敵と見定めて戦い続けて来た点にこの解放党の「現代性」がある。 

 インターネットは 1990 年代から一般家庭に普及し始めていたが、21 世紀に入りその普及が加速し、「領域国

民国家」にもはや情報の流れをコントロールすることはできなくなった。それはインターネットの普及は、人類

は一つであり、「領域国民国家」の檻は幻想であることを白日の下に晒した。しかし「領域国民国家」の国境の檻

により人、モノ、金
マネー

の自由な流れを阻害し意のままに支配することによって利権を確保しているアメリカは、国

境の檻の幻想性とそれに基づく支配を糊塗するためにヒューマニティーと人類の平等の理念をあからさまに損

なう「ナショナリズム」の虚偽のイデオロギーを温存し、あたかも「領域国民国家」の枠組みの中で「自由」「平

等」が達成されるかの如く幻惑する美名を冠した「グローバリゼーション」の標語により、「領域国民国家」シス

テムの延命を図っている。それが、ナショナリズムをきっぱりと拒絶できないネグリ・ハートが歯切れ悪く「帝

国」と呼んでいる現代世界の権力支配構造の実相である。 

 解放党は、ナショナリズムこそが真理と正義の認識を妨げるジャーヒリーヤ（イスラームと対立する無明）の

現代ヴァージョンであることを鋭く見抜き、領域国民国家を廃絶するカリフ国家の再興によってしか、イスラー

ムの目指す人類の平等、真の正義の実現は不可能であることを、いかなる妥協も排し一点の曇りもない論理的整

合性をもって、一貫して主張し続けたのである。 

 また解放党は、石油などのエネルギー資源が、個人が所有すべき私有財産でも、国家が恣に処分、利用できる

国有財産でもなく、全てのムスリムのために利用すべき財の第三のカテゴリーである共有財産であることを示し、

産油国への富の偏在を批判してきた。（注 1） 

 エネルギー資源の共有化と並んで、解放党の経済論の特徴に金銀本位制がある。解放党はイスラームの通貨制

度は金銀本位制であるとし、不換紙幣の合法性を否定した。（注 2） 

 1971 年にアメリカ大統領ニクソンがドルと金の交換を停止し、国際通貨制度は金とドル交換されない変動相

場制化すると、各国政府は金の裏付けのない紙幣を増刷するようになり通貨の量が増えインフレが更新し、1980

年代からは世界各地でバブル経済を発生させ、1990 年からは日本、アジアでバブル経済が崩壊したが、2008

年には終にアメリカの金融バブルが崩壊し世界は金融不況に突入した。 

 実体経済を軽視し金
マネー

が金
マネー

を生むバブル経済の根底にイスラームの禁ずる利子と並んで不換紙幣の発行によ

る金銀本位制からの離脱を見出し、利子を廃止し不労所得を禁じ金銀本位制に復帰し通貨量を安定させ実体経済
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を活性化させるべきとの正論を説く解放党の経済論の「現代性」が、今こそ正当に評価されるべき時なのである。 

 時代の流行に惑わされず、永遠に妥当する聖法の正義を守り貫く姿勢が逆説的に解放党の思想に「現代性」を

付与している。しかし聖法の根幹を揺るがさない問題に関する柔軟な対応にもまた解放党の現代性を見て取るこ

とができる。 

 解放党が他のイスラーム政治団体に類例のない最先端の多言語対応のウェブサイトを運営していることは既

に述べた。また文化の領域においても先端を行くアメリカのヒップホップ・グループ Soldiers of Allah（解散）、

イギリスの Blackstone なども解放党のメッセージを伝えていると言われている。（注 3）解放党がカリフ国家の

再興に成功した暁には、我々はヒップホップの国家が新生カリフ国で斉唱されるのを耳にすることができるかも

しれない。 

 

（注 1）思想史的には、解放党の財産論とムハンマド・バーキル・サドル（1980 年没）の『イスラーム経済論』

の影響関係は今後の解明を待つ課題である。 

（注 2）イスラームの通貨制度が金銀本位制であることは西欧のイスラーム団体アル＝ムラービトゥーンによっ

ても主張されている。金銀本位制の具体化のステップにおいては、アル＝ムラービトゥーンが先行しており、マ

レーシア政府に働きかけてその実現に向けての研究を組織化している。 

（注 3）Madeleine Gruen, “Hizb-t ut-Tahrir’s Activities in the United States”, p.9. 

 

🕯  🕯  🕯 
 
おすすめ読み物 

 
💐飯山陽、中田考「イスラームの論理と倫理」 

晶文社のスクラップブック 

ＨＰ：http://s-scrap.com/3393 

 

💐山本直輝「スーフィズム入門」 

集英社新書プラスのＨＰ：https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column 

お詫び：先月号ムスリム新聞の 5 頁で山本先生の御名前を間違えて「直樹」と表記してしまいましたが、正し

くは「直輝」です。訂正しお詫び申し上げます。 

 

 

http://s-scrap.com/3393
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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 

 

１．アッラーはすべての創造主 

 

わたしたちの住む世界はとても大きい 

そして、とてもきれい 

みんな、アッラーがお創りになられた 

天と地も 

昼も夜も 

太陽と月と星々も 

そして、昼と夜を分けるための光も 

空からふる雨のしずくも 

天の下の水も 

 

それから、植物や実のなる木々も 

小高い丘や深い谷間も 

森や野原も 

さまざまな動物やさまざまな牛も 

大海原や河口に流れ込む川も 

水の中を泳ぐ魚も 

空を飛ぶ鳥たちも 

 

それから、人類も。男も女もアッラーがお創りになられた 

あなたは、大工さんや石屋さんが働くこところを見たことがありますか？ 

大工さんは木をさまざまな形に変えて、いろいろな家具を作ります 

石屋さんは、セメントやブロックを使って、いろいろな家を作ります 

それでは、アッラーが何かをお創りになりたい時には、何が必要でしょうか？何もいりません。アッラーは、何

もないところからお創りになるのです。アッラーが、御言葉を発せられれば、それは創り出されるのです。アッ

ラーが、お命じになれば、それはそこにあらわれるのです。 

この世界は、ひとりでにできたわけではありません。アッラーがお創りになったのです。目に見えるものも、見

えないものも、みんな、アッラーがお創りになったのです。 

わたしたち人間は、こんなにすばらしいものを、ただ話すだけで作ることができるでしょうか？できませんね。

天使にもできません。 

けれども、アッラーは何でもできるのです。なぜなら、アッラーは、万能だからです。わたしたちは、何もない

ところから、何かを作ることができるでしょうか？おもちゃや一粒の小麦でさえ、作ることができません。アッ

ラーは、何もないところから、お創りになられます。 

そうして時間もかかりあせん。アッラーがお言葉を発せられれば、それはできあがるのです。 
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ほめたたえられるべきものはすべて、アッラーおひとりのおかげです 

アッラーは、世界の守り主です 

アッラーは、慈悲深く、困った時には、助けてくださいます 

アッラーの御恩は、はかりしれません 

その御恩をお返しするために、アッラーは、わたしたちに善いことをするように、とおっしゃっています 

そして、アッラーに感謝するように、とおっしゃっています 

 

練習 

Ａ．次の文をつなげて完成させましょう。 

１．アッラーが       お創りにあられました。 

２．アッラーは昼と        をお創りになりました。 

３．アッラーが        ふらせました。 

４．ほめたたえられるべきことはすべて          。 

５．わたしたちには          できません。 

a.空から雨を b.アッラーのご恩を数えることは c.夜 

d.天と地を e.アッラーただおひとりのおかげです。 

 

Ｂ．下から正しい言葉を選んで    をうめましょう。 

１．アッラーは、昼と    を分けるために、      をお創りになられました。 

２．アッラーが      と、それはできあがりました。 

３．アッラーは、世界の      です。 

a.守り主 b.お命じになる c.夜 d.光 

 

 

Ｃ．次の質問に答えましょう。 

１．この世界は、ひとりでに作られましたか？ 

 

２．アッラーがものを作る時、何かを必要としますか？ 

 

３．アッラーが何かをしようとされた時には、時間がかかりますか？ 

 

４．わたしたちは、何もないところから、作ることができますか？ 

 

５．アッラーへの恩返しのために、わたしたちは、何をすべきですか？ 

 

🕯  🕯  🕯 
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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） 

コロナと共生した日々をみなさんいかがおすごしでしょうか。わたしは、スーパーなど外出する時にはマスク

をつけたり、家で本を読んだり、3食ご飯を作ったり、朝遅く起きたり、コロナがいなかった時と少し生活が違

うこともありますが、基本的にはあまり依然と変わりのない生活をしています。 

ある日とつぜん私は魚が家にいると素敵だなという思いに囚われ、さっそく幅 30 センチの水槽を家の中に設

置し、和金とキャリコ琉金という 2匹の金魚をその中に入れました。和金は金魚すくいなどでもよくみられるオ

レンジに近い朱色のフナの形をした金魚です。キャリコ琉金は出目金のように目が飛び出してはいませんが尾び

れがひらひら長くてぷくっと膨れた体をしています。キャリコは英語で斑（まだら）のことを意味していて、黒

と赤と白の三色で斑な柄です。胸びれと尾びれをひらひらさせながら泳ぐ姿はとてもきれいでかわいいです。 

 すっかりすてきな金魚に喜んでいたのですが、あれっ、キャリコが和金を突っついて攻撃している。どうしよ

う縄張り争い！？と金魚の死闘におろおろして不安な夜を過ごしました。次の日も同じようにキャリコが和金を

突っついて付きまといます。このままでは和金が死んでしまう！とクリアファイルを水槽に差し込み、ファイル

を境にキャリコと和金を別々にしました。ところが、、、、なぜか和金がキャリコのほうに近づいて、キャリコ

も和金に近づいて、お互い一緒の空間にいたいみたい。よくよく和金の腹を見ると卵が穴から出ています。もし

かすると、キャリコは雄で和金は雌で、キャリコが和金を突っついていたのは縄張り争いではなく、求婚！とい

うことで、ファイルを取って 2匹を一緒にしました。和金はせっせと水槽に浮かぶ水草に卵を植え付け、そのま

わりをキャリコがぐるぐる泳ぎます。その翌日には、キャリコが和金を突っつくこともなく仲良く水槽を泳ぐよ

うになりました。 

今私の家では 3人の人間と 2羽の鳥と 2匹の金魚が共同で暮らしています。 

 もうすぐラマダーン月ですね。インシャーアッラー（アッラーが御望みになれば）。年々ファジュルの時間が

遅くなりマグリブの時間が早くなって断食の時間が短くなってうれしいです。最初の 1週間くらいは次の日の朝

ちゃんとファジュル前に起きてごはんが食べられるか心配で胸がどきどきします。今年はコロナの影響で学校が

ゴールデンウィークまでお休みでその後も一週間午前中授業なのでこどもにとって断食がやりやすそうです。ア

ッラーから優しい贈り物が届きました。アル＝ハムドリッラー。みなさんもアッラーからの恵みに満ちたラマダ

ーンをお迎えください。 

 最後に、最近声に出して音読して綺麗だなと感じた預言者（アッラーの祝福と平安あれ）の言葉を紹介します。

みなさんも声に出してこの言葉を舌で味わってみてください。 

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（あなたがたに平安とアッラーの慈悲と

かれの恵みがありますように） アーリファ松山 

 



19 

 

☽★★★ 

 第 19 のハディース（『４０のハディース』より） 

ムスリム新聞社ＨＰの中田香織訳著「『４０のハディース』学習ノート」も併せてご覧ください。 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/42dc575c-61f8-4864-8fcb-

c6b286eb4828/%E7%AC%AC%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%9B%9E.pdf 

 

（意訳） 

 少年よ、おまえにいくつか言葉を教えよう。アッラーを保ちなさい、アッラーはおまえを保って下さるだろう。アッラーを念頭

に保ちなさい、アッラーをすぐ前に見出すだろう。願い事をするのなら、アッラーに願いなさい。助けを求める時にはアッラ

ーに助けを求めなさい。人々が集まって何らかの手段でおまえの役に立とうとしても、（至高なる）アッラーがおまえに書き

定められたことをもって以外には役に立つことはなく、人々が集まって何らかの手段でおまえに害をなそうとしても、（至高

なる）アッラーがおまえに書き定められたことによって以外には害をなすことはないと知りなさい。筆は取り上げられ、頁は

乾いてしまっているのである。」（アッ＝ティルミズィー） 

 

 別の伝承では、「アッラーを念頭に保ちなさい、おまえの前にアッラーを見出すだろう。幸福においてアッラーと親しみな

さい、不幸においてアッラーはおまえに目を留めて下さるだろう。おまえを外れた運命はおまえに起きるようにはなっていな

かったのだ。またおまえに起きたことはおまえを外れるようにはなっていなかったのだと知りなさい。勝利は忍耐と共にあり、

安楽は苦難と共に、苦と共に楽はあるのだと知りなさい。 

 

َ  اْحفَظْ  َكِلَماتٍ  أَُعِلهُمكَ  إِنِهي ُغََلمُ  يَا َ  اْحفَظْ  يَْحفَْظكَ  للاَّ َ  فَاْسأَلْ  َسأَْلتَ  إِذَا تَُجاَهكَ  تَِجْدهُ  للاَّ ِ  فَاْستَِعنْ  اْستَعَْنتَ  َوإِذَا للاَّ  أَنَّ  َواْعلَمْ  بِاّللَّ

ةَ  ُ  َكتَبَهُ  قَدْ  بَِشْيءٍ  إِالَّ  يَْنفَعُوكَ  لَمْ  بَِشْيءٍ  يَْنفَعُوكَ  أَنْ  َعلَى اْجتََمعَتْ  لَوْ  اْْلُمَّ وكَ  أَنْ  َعلَى اْجتََمعُوا َولَوْ  لَكَ  للاَّ  لَمْ  بَِشْيءٍ  يَُضرُّ

وكَ  ُ  َكتَبَهُ  قَدْ  بَِشْيءٍ  إِالَّ  يَُضرُّ الصُُّحفُ  َوَجفَّتْ  اْْلَْقََلمُ  ُرفِعَتْ  َعلَْيكَ  للاَّ  

[ صحيح حسن حديث: وقال الترمذي رواه ] 

 

ُ  َصلَّى النَّبِيِه  َرِديفَ  ُكْنتُ  قَالَ  أَنَّهُ  َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنِ  الترمذي، غير رواية وفي   فَقَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  للاَّ  

 

ُ  يَْنفَعُكَ  َكِلَماتٍ  أَُعِلهُمكَ  أاََل  ُغلَيِهمُ  يَا أَوْ  ُغََلمُ  يَا َ  اْحفَظْ  فَقَالَ  بَلَى فَقُْلتُ  بِِهنَّ  للاَّ َ  اْحفَظْ  يَْحفَْظكَ  للاَّ فْ  أََماَمكَ  تَِجْدهُ  للاَّ  فِي إِلَْيهِ  تَعَرَّ

َخاءِ  َ  فَاْسأَلْ  َسأَْلتَ  َوإِذَا الِشهدَّةِ  فِي يَْعِرْفكَ  الرَّ ِ  فَاْستَِعنْ  اْستَعَْنتَ  َوإِذَا للاَّ  َجِميع ا ُكلَُّهمْ  اْلَخْلقَ  أَنَّ  فَلَوْ  َكائِنٌ  ُهوَ  بَِما اْلقَلَمُ  َجفَّ  قَدْ  بِاّللَّ

ُ  يَْكتُْبهُ  لَمْ  بَِشْيءٍ  يَْنفَعُوكَ  أَنْ  أََرادُوا وكَ  أَنْ  أََرادُوا َوإِنْ  َعلَْيهِ  يَْقِدُروا لَمْ  َعلَْيكَ  للاَّ ُ  يَْكتُْبهُ  لَمْ  بَِشْيءٍ  يَُضرُّ  َعلَْيهِ  يَْقِدُروا لَمْ  َعلَْيكَ  للاَّ

ْبرِ  فِي أَنَّ  َواْعلَمْ  ا تَْكَرهُ  َما َعلَى الصَّ ا َخْير  ْبرِ  َمعَ  ْصرَ النَّ  َوأَنَّ  َكثِير  ا اْلعُْسرِ  َمعَ  َوأَنَّ  اْلَكْربِ  َمعَ  اْلفََرجَ  َوأَنَّ  الصَّ يُْسر   

 

[ الترمذي رواه ] 

 

アラビア語は次のサイトを参照しました。 

https://nabulsi.com/web/article/3063/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3-001-

127-%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%

D9%84%D9%85%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%81%D8%B8-

%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%83- 

 

 

https://uploads.strikinglycdn.com/files/42dc575c-61f8-4864-8fcb-c6b286eb4828/%E7%AC%AC%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%9B%9E.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/42dc575c-61f8-4864-8fcb-c6b286eb4828/%E7%AC%AC%EF%BC%92%EF%BC%90%E5%9B%9E.pdf
https://nabulsi.com/web/article/3063/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3-001-127-%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%83-
https://nabulsi.com/web/article/3063/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3-001-127-%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%83-
https://nabulsi.com/web/article/3063/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3-001-127-%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%83-
https://nabulsi.com/web/article/3063/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B3-001-127-%D9%8A%D8%A7-%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A5%D9%86%D9%8A-%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%83-%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%8A%D8%AD%D9%81%D8%B8%D9%83-

