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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。

ご一読いただければ幸いです。 

今後とも、ムスリム新聞をよろしくお願いいたします。 



クルアーン解説 

第４０章［赦す御方］７～９節（３） 

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（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。 

 

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において 

高御座を担う者たちとその周囲の者は彼らの主を称賛と共に賛美し、かれを信じる。また、彼らは信仰し

た者たちのために赦しを乞う。「われらが主よ、あなたは御慈悲と知識によってあらゆるものを包み給いま

した。それゆえ、悔いて戻り、あなたの道に従った者たちを赦し給え。そして、彼らを焦熱地獄の懲罰から

守り給え」。（４０：７） 

「われらが主よ、また彼らをあなたが彼らに約束し給うた常住の楽園に入れ給え。彼らの父祖と妻と子孫

のうち正した者たちも。まことに、あなたは威力比類なく英明なる御方」。（４０：８） 

「また彼らを悪しきことから守り給え。その日、あなたが悪しきことから守り給うた者、あなたはその者

に慈悲を掛け給うたのであり、それこそ大いなる成就である」。（４０：９） 

高御座を担う者たちとその周囲の者は彼らの主を称賛と共に賛美し、かれを信じる。また、彼らは信仰した者

たちのために赦しを乞う。「われらが主よ、あなたは御慈悲と知識によってあらゆるものを包み給いました。そ

れゆえ、悔いて戻り、あなたの道に従った者たちを赦し給え。そして、彼らを焦熱地獄の懲罰から守り給え」。

（４０：７） 

 

★ジャラーライン 

『高御座を担う者たち』これは、主部です。 

『その周囲の者』それ（主部に）かかります。 

『称賛と共に』称賛を帯びて。つまり、彼らは「スブハーナッ・ラーヒ・ワ・ビ・ハムディヒ（称えあれ、ア

ッラー、かれへの称賛と共に）」と言う。 

『賛美し』述部です。 

『かれを（信じる）』（『かれ』とは）アッラー（至高なる御方かな）のことです。 

『（かれを）信じる』つまり、「彼らの洞察余力によって彼らは信じ、アッラーの唯一性が真実であることを

認めている」ということです。 

『彼らは信仰した者たちのために赦しを乞う』具体的には、彼らは『われらが主よ・・・』と言います。 



『われらが主よ、あなたは御慈悲と知識によってあらゆるものを包み給いました』つまり、「あなたは、あな

たの慈悲をあらゆるものの上に広げました。また、あなたの知識は、あらゆるものを包みました」、ということ

です。 

『悔いて戻り』つまり、多神崇拝から。 

『あなたの道』それは、イスラームという宗教です。 

『焦熱地獄から』獄火から。 

 

★イブン・カスィール 

（『高御座を担う者たちとその周囲の者は彼らの主を称賛と共に賛美し』） 

 アッラー（至高なるかな）は、玉座を担う４人の（アッラーに）近しい天使たちと、その周辺にいて彼らの主

の称賛と共に賛美している、大天使たちについて、知らせ給いました。「彼らの主の称賛と共に賛美している」

とは、彼らは、諸々の欠陥の打消しを示すものである賛美（タスビーフ）と、褒めることを確かなものとすると

ころの称賛（タムヒード）とを相互に関連付けている、ということです。 

『かれを信じる』つまり、彼らは、アッラーの御許で身を低め、かれを畏れ敬っています。 

『また、彼らは信仰した者たちのために赦しを乞う』（『信仰した者たち』とは）見えないままに信じる、大

地の民のことです。アッラーは、（かれに）近しい天使たちに、信仰者たちのいないところで信者たちのために

祈ることを、定め給いました。また、これが、天使たち（祝福と平安あれ）の性質の一つであるゆえに、信仰者

が、彼の（信仰上の）兄弟のためにその兄弟のいないところで祈る祈りに対して、天使たちは「そのようであり

ますように（アーミーン）」と祈っています。 

 （ハディース集）『サヒーフ・ムスリム』に、「ムスリムが、彼の兄弟のために、その兄弟のいないところで、

祈るならば、天使は、『そのようでありますように、そしてあなたにも、それと同じものがありますように』と

言います」、とあります。 

 シャフル・ブン・ハウシャブは次のように説明しています。「玉座を担っているのは８人で、そのうちの４人

は、『超越せしかな、アッラーよ、あなたの称賛と共に。あなたの知識の後のあなたの辛抱において、あなたに

こそ、称賛は属します』と言う。また、（別の）４人は、『超越せしかな、アッラーよ、あなたの称賛と共に。

あなたの力の後のあなたの赦しにおいて、あなたにこそ、称賛は属します』と言う。」 

 天使たちは信仰者らのために（アッラーに）赦しを乞うて、『われらが主よ、あなたは御慈悲と知識によって

あらゆるものを包み給いました』と言います。つまり、「あなたのご慈悲は彼らの罪と彼らの過ちを覆い、あな

たの知識は彼らのあらゆる行い、彼らの言葉、彼らの動き、彼らの静止を包んでいる」、ということです。 

また、『それゆえ、悔いて戻り、あなたの道に従った者たちを赦し給え』つまり、「悪を為した者が立ち戻り

後悔し、彼らが陥っていたものを止め、善行の実践と禁じられたことの放棄によりあなた（アッラー）が彼らに

お命じになったことに従うならば、彼らを赦し給え」、ということです。 

 『そして、彼らを焦熱地獄の懲罰から守り給え』つまり、彼らを、焦熱地獄の懲罰から、移動させ給え。（『焦

熱地獄』）それは、痛々しく苦痛な懲罰です。 

 



「われらが主よ、また彼らをあなたが彼らに約束し給うた常住の楽園に入れ給え。彼らの父祖と妻と子孫のうち

正した者たちも。まことに、あなたは威力比類なく英明なる御方」。（４０：８） 

 

★ジャラーライン 

『常住の楽園』永住の（楽園）。 

『彼らの祖先と子孫のうち正した者たちも』は、『彼らを入れ給え』と『彼らに約束し給うた』の『彼ら』に

つながります。 

『威力比類なく英明なる御方』かれの御業において。 

 

★イブン・カスィール 

『われらが主よ、また彼らをあなたが彼らに約束し給うた常住の楽園に入れ給え。彼らの父祖と妻と子孫のう

ち正した者たちも』つまり、「隣接した住まいに集まることによって、彼らが喜ぶように、彼らと彼らの間を集

め給え」。『また信仰し、その子孫が信仰によって後に従った者たち、われらは彼らに彼らの子孫を追いつかせ

た』（第５２章［山］２１節）とアッラーが仰せになっている通りです。つまり、「われらは、あらゆる者を、

彼らが喜ぶように、等しい位階になした。しかし、われらは、高位の者を低くし、低位の者と同じ位階にするこ

とはなかった。そうではなく、行いを低める者を高め、われらの徳と恵みゆえに、行いを多くすることによって、

彼を（高位の者と）同位にするのである」、ということです。 

 サイード・ブン・ジュバイルは次のように説明しています。「信仰者が楽園に入ると、彼は、彼の父、彼の息

子、彼の兄弟について、彼らはどこか、と尋ねる。そこで、『彼らは行いにおいて、おまえたちの位階に辿り着

かなかった』と彼は言われる。すると、『わたしは、わたしと彼らのために行いをなした』と彼は言う。それゆ

え、彼らは、位階において、彼に追いつかせられる」その後、サイード・ブン・ジュバイルはこの節『われらが

主よ、また彼らをあなたが彼らに約束し給うた常住の楽園に入れ給え。彼らの父祖と妻と子孫のうち正した者た

ちも。まことに、あなたは威力比類なく英明なる御方』を読誦しました。 

 ムタッリフ・ビン・アブドゥッラー・ビン・アシュ＝シャイヒールは次のように説明しています。「信仰者に

とって、アッラーのしもべのうちもっとも誠実な者は、天使たちである」その後、彼は、この節『われらが主よ、

また彼らをあなたが彼らに約束し給うた常住の楽園に入れ給え』を読誦しました。（続けて、彼は言いました。）

「信仰者にとって、アッラーのしもべのうち最も不誠実な者は、悪魔たちである」 

かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『まことに、あなたは威力比類なく英明なる御方』つまり、「妨

害されることもなく、圧倒されることもなく、望んだことは存在し、望まなかったことは存在しなかった、その

ような御方、また、あなたの聖法とあなたの力としての、あなたの言葉とあなたの行いにおいて英明なる御方」

ということです。 

 

「また彼らを悪しきことから守り給え。その日、あなたが悪しきことから守り給うた者、あなたはその者に慈悲

を掛け給うたのであり、それこそ大いなる成就である」。（４０：９） 

 

★ジャラーライン 



『悪しきこと』その日の懲罰。 

『その日』復活の日。 

 

★イブン・カスィール 

『また彼らを悪しきことから守り給え』つまり、そのような（悪しき）ことが生じた者を、そのような（悪し

き）行いと状況から（『守り給え』）。 

 『その日』復活の日。 

 『あなたはその者に慈悲を掛け給うた』つまり、あなたはその者に優しくし給い、懲罰からその者を救い給う

た、ということです。 

 

★クシャイリー 

 もしアッラーがあなたにかれの被造物のうちで卑しい悪魔たちを背負わせ給うたならば、かれはすでに、かれ

の被造物（人間）とかれの天使のなかで最も徳高い者らに、執成しを宿命づけ給うていたのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



見てみようアラビア語 

クルアーン第４０章８節の一部 

 

َجنَّاِت ........ ُهم  ِخل  َربَّنَا َوأَد    
（意訳）われらが主よ、また彼らを楽園に入れ給え。 

َربَّنَا    ←نَا       +َربَّ     

                                      （人称代名詞）           （名詞） 

われらの主             われわれ           主人          

وَ    
（接続詞） 

また 

ُهم  ِخل  أَد       ← ُهم      +   ِخل  أَد    
（人称代名詞）         （動詞 命令形） 

   

彼らを                入れよ      

 

      َجنَّاتِ 
（名詞 複数形）    

諸々の楽園に 

単数形 

                                                  ↓ 

            َجنَّة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 

 

 

 クルアーンに述べられている命令事項や禁止事項（イスラーム法）は人間の自由を制限している、と考える人

が多くいます。その結果、現世で「自由」を謳歌（おうか）したい人々は、その教えに従う事を拒みます。 

 これは、実は、命令・禁止事項に関する無知に基づいた見解です。なぜなら、命令事項には必ず私達にとっ

て何らかの利益があり、禁止事項は、私達への害を防ぐ為のものだからです。 

 これはクルアーンに限った事ではありません。様々な分野で見受けられます。いかなる組織や、学校、工場

などでも、人々が集まる所には必ず命令・禁止事項からなる規則が存在します。それは人々の利益を実現する

為に外なりません。 

 例えば、交通警察は、歩行者の安全確保の為に、赤・黄・青の信号を設置し、その順守を義務付けていま

す。又、医者は、患者の健康を守る為に、彼に対し、苦い薬の服用を義務付けたり、おいしい食べ物の摂取を

禁じたりします。  

 同様に、至高なる創造主アッラーも、人間社会の混乱や不和を防ぐ為に、人間に対し禁止事項を定めて下さ

っています。つまり、クルアーンにある命令・禁止事項は、全ての人間がその兄弟同胞である他の人間と共

に、恐怖や不正に脅かされること無く、安寧（あんねい）な生活を送れるようにと、「人間の利益を実現する

事」を目的としています。 

 ですから、人類が、その創造主の規範（つまりクルアーンとハディース）に従う事を拒否するならば、社会

は不正者と不正を被る者、支配者と被支配者に分断され、人類の生活は、弱肉強食が支配する動物の世界の様

になり、そこには安全もやすらぎも見いだせなくなってしまいます。つまり、強い者だけが、限りない欲に基

づいて自分の権利をどんどん拡張し、弱い者の権利を踏みにじる不公平な社会です。 



 

【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


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 （５） 
 

４.法と支配 

 

 イスラームの政治においては、支配者も被支配者も実はアッラーの命令にのみ従う。強者はその力に応じて

弱者にはない「支配者」としての重責を負い、弱者はその弱さゆえに支配者が負う責任を免じられ、支配者へ

の服従の義務を負う一方、支配者による庇護と援助の権利を享受する。真の支配者はアッラーのみである。 

 イブン・タイミーヤは言う。「被造物を支配しようと望むことは不正である。なぜなら人間は一つの種である

から、人が自分の同類を下にして自らが上に立とうとすることは不正であるからである。」（注１） 

 立法が、人を支配する命令の定立である以上、人間に立法権を認める民主主義が、イスラームの政治論と相

容れないことは明白である。民主主義は、人民の支配を謳う外見とは裏腹に、弱者を犠牲にし、強者を利する

支配の一様式でしかない。（注２）いかなる美名で飾り立てようとも、民主主義とは、権力を求める者たちが徒

党を組み、勝利した側が与党となって立法の名の下に人々を支配する命令を制定するシステムでしかない。 

 イスラームにおいて、立法権は神のみに属し、預言者ムハンマドの啓示によって定められたイスラーム法

は、最後の審判に至るまで妥当し、改変も追加も許されない。それゆえいかなる権力者、党派といえども、法

の名において自らの利益の実現をはかることはできない。人間に許されるのは、イスラーム法の定める大綱の

具体化における解釈と、その実施にあたっての細則を定めることだけである。 

 他方、人民主権を標榜する民主主義国家は、立法府をス件の担い手としているが、そもそも主権者たる国民

が自らの主権を行使して制定したはずの律法自体が国民に知られていないのが実情である。それは現在では立

法の殆どが、実際には国民の選んだ国会議員ではなく官僚の手によって作られているという、いわゆる官僚立

法による立法府の形骸化を問題とする以前の根本的問題である。わが国を例にとっても、日々、膨大な数の、

法律と行政命令が公布され、それは『官報』に公示されているが、一般国民は『官報』の存在すら知らない。

驚くべきことに、法学は義務教育の必須科目になっておらず、義務教育の中で僅かに教えられるのは生活から

遊離した憲法の一部のみであり、罪刑法定主義の建前を掲げながら、刑法の殺人罪や窃盗罪さえ教えられてい

ないのである。 

 一方、イスラーム法は、正気の全ての成人ムスリムがその履行の義務を負うことから、すべてのムスリムは

幼少期から、礼拝、浄財、斎戒、巡礼などの宗教法規のみならず、法源学（注３）、法理学の基礎、責任能力、



行為能力などの法学的基礎概念などを学び、成人するまでに一通りの法学的知識を身につける。そうしたイス

ラーム教育は現在に至るまで、西欧式の学校のカリキュラムの内外で存続し、熱心に教え学び続けられている

のである。 

 そしてイスラーム学を学ぶにはクルアーン、ハディースの言葉であるアラビア語が必修であり、その教科書

には権威の定まったアラビア語の古典が、国境の垣根を越えて東はインドネシアから西はモロッコまで共通に

教えられている。権威の定まったアラビア語の古典が存在し、それが教科書として教えられるということは、

国家が自己に都合の良い教科書を作成して教育内容に介入できないことを意味する。共通語としてのアラビア

語、共有財産としてのイスラーム法学の古典教科書の存在が、西欧の生み出した偶像神「国民国家」によるナ

ショナリズムのイデオロギーの強力な洗脳に抗して、国籍・民族・国境の壁を越えたムスリムのイスラーム復

興への連帯を現実に可能にする確固たる文化的基盤なのである。 

 

（注１）Ibn Taimīyah, Majmū‘ah Fatāwā Ibn Taimīyah, 2001, al-Manṣūrah, p.218. 

（注２）2005 年のハリケーン「カテリーナ」による被害では、貧困地区の被災者を放置して多くの死者を出し

たブッシュ政権が、2008 年のアメリカの金融危機においては放漫経営の末に経営危機に陥った米保険最大手ア

メリカン・インターナショナル・グループ（ＡＩＧ）に国民の税金から 850 億ドルもの資金援助を行ったこと

はその証である。ＡＩＧは傘下関連会社が、公的救済が決まった 1 週間後にも、カリフォルニア州南部オレン

ジ郡の高級リゾート「セントレジス・リゾート」地に関係者を集め、総額４４万ドル（約 4500 万円）の「会

合」を繰り広げていたことが、米下院の公聴会で明らかにされている。 

（注３）イスラーム法では第一法源が聖典クルアーン、第二法源が預言者ムハンマドの言行録ハディース、第

三法源が学者のコンセンサス、第四法源が法的推論となる。 

続く、インシャーアッラー。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東日本大震災後、ムスリムはなぜ東北支援に

駆け付けたのか？ パキスタンを事例に、イ

スラームの社会奉仕活動の歴史と背景に迫

る。 

『鳩の頸飾り――愛と愛する人々に関する論

攷』イブン・ハズム 

『ムスリム NGO―信仰と社会奉仕活動』 

子島進 

愛とは何か？ 愛する者には何が生じるの

か？ 愛にまつわる多数の詩を引用しなが

ら、ザーヒル学派の大家イブン・ハズムが愛

をめぐる諸問題を考察する。 

『イスラームの写本絵画』 

桝屋友子 

写本絵画のカラー写真と解説が満載。東西イ

スラーム世界の精微な写本を読みとく。大判

なので、写本絵画の美しさを堪能できます。 

七十一の談話を収めた『ルーミー語録』の邦

訳。イスラームを代表する神秘家ジャラール

ッディーン・ルーミーが、神に仕える道を説く

箴言集。 

『ルーミー語録』 

ルーミー 

『イスラーム教 「異端」と「正統」の思想史』

菊地達也 

『イスラムの神秘主義―スーフィズム入門』

レナルド・A. ニコルソン 

「異端」の誕生によって初めて浮かび上がる

「正統」の姿。シーア派諸派の歴史を軸に描か

れる第一級の思想史。 

スーフィズムが生まれた背景やその歴史をた

どり、聖者、霊知（マアリファ）、消滅、結合

などの重要概念に焦点を当て、その思想に迫

る。スーフィズム入門の決定版。 

ムウタズィラ派のアブドゥル・ジャッバール

の思想を包括的に解説。啓示と理性、神と人間

の関係は、同派においてどのように理解され

るのか。著者の博士論文の加筆版。 

国際イスラーム思想研究所（IIIT）の理論家

の主著。イスラーム文明が直面する「危機」と

その解決策は？ 「イスラームの知」と「西洋

近代の知」の乖離を生める、改革の試案。 

『イスラームの倫理―アブドゥル・ジャッバ

ール研究』塩尻和子 

『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』アブー・スライマーン 

イスラーム 一日一読（５） 
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。 



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）そしてイード・ムバーラク！ 

祝福に満ちたラマダーン月が終わりました。１か月の斎戒（サウム）とラマダーン月に特別に行うスンナのタ

ラーウィーフの礼拝をアッラーが受け入れてくださいますように。 

今年のラマダーンでは、わたしがムスリムになって初めてできたことが２つありました。ひとつは、クルアー

ン完読で、もうひとつは、２０ラクアのタラーウィーフの礼拝をすることです。礼拝については、８ラクアまで

はこれまでのラマダーン月の中で行っていましたが、２０ラクアの礼拝をサウムがお休みの期間を除いて毎日で

きたのは今年がはじめてです。モスクでの２０ラクアとは違い、家で主人と一緒に、または私一人で２０ラクア

を行ったので、一ラクアのなかで読むクルアーンの節が短いということはありましたが、それでもよく頑張れた

なと嬉しいです。 

二十歳前後で信仰告白をし、ムスリムとして今年でおそらく１７年の歳月が経ちました。３７年という短い人

生の中で、アッラーの導きによって、いろいろな場所に住み、さまざまな経験をして、今年のラマダーンにアッ

ラーからのプレゼントとして、クルアーン完読とタラーウィーフの礼拝がありました。ラマダーン前に、とくに

この２つを頑張ろう！と意気込んでいたわけではなく、ラマダーンが始まったら、なんとなくクルアーンを読み

始め、なんとなく２０ラクアできそうな気がしてやってみました。来年のラマダーン月にまた同じようにできる

かわかりません。 

話は変わりますが、わたしのこどもも、はやいもので小学５年生になりました。じぶんのこどもが小学校の高

学年という事実に驚きを感じます。さて、夏休みには、小学校で野外活動があり、そのための説明会に参加しま

した。これまでも、小学校のお子さんをもったムスリムのお母さんがたから、野外活動の存在を聞いていて、礼

拝や、食べ物などについての話を聞きました。わりとほとんどのご家庭では色々工夫をして参加されているよう

でした。『アッラーはおまえたちに安易を望み、おまえたちに困難は望み給わない』（第２章［雌牛］１８５節）

ひとによって、家庭によって、何が困難で、何が容易なことかは異なるので、どんな結論にするかはそれぞれで

すが、私の家では不参加にしました。 

最後に、ハサン中田考先生が、ツイッターでつぶやかれていた言葉で編集後記を閉めます。 

・・・（以下引用）・・・ 

［イスラム教徒ひとりひとりにとって非常に重要なのは、「今この瞬間に自分がしなければならないこと」は

なにかを知ることです］ここまでは正しい｡次が違う｡それは逆に「自分で主体的に考えて判断する」しかなく､

「神が決めること」ではない｡これは既にイブン・タイミーヤが『ミンハージュ・スンナ』のシーア派批判の中で､

たとえ生きた神の代弁者「イマーム」がこの世に居ても､人間の言語の本質上､有限な言葉で無限の事象を指示し

尽くす事は出来ない､と､全ての信徒が各時点で具体的に何を為すべきかを命じる事の不可能性を論証している 

全てのムスリムは､「」今この瞬間に自分が何を為すべきか」について､神授の啓典クルアーンと神の使徒ムハ

ンマド言行録ハディースの教えに照らして､各自で主体的に独自の判断をくださなければならない（イジュティ

ハードの義務）のです｡（６月１７日 https://twitter.com/HASSANKONAKATA） 

・・・（引用終わり）・・・ 

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 

 


