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アッサラームアライクム 

 ムスリム新聞読者のみなさんへ  

 大きな台風が九州を通り日本列島を通り過ぎて、日中も涼しい風が吹くようになりました。朝、外から涼

しい風と共に、秋の鳥の鳴き声も家の中に入ってきます。夏のほかは涼しいか、寒いかの日々なので、夏は

一年でも特別な雰囲気をもった季節だということに、秋になって気が付きました。ではゆっくりお茶でも飲

みながら新聞をお読みください。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］１３－１６節（７） 

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。 

 

言え、「もし私がわが主にそむいたなら、大いなる日の懲罰を私は恐れる」。（３９：１３） 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（至高なるお方かな）は「ムハンマドよ、おまえはアッラーの使徒ではあるけれども、『もし私がわが主

にそむいたなら、大いなる日の懲罰を私は恐れる』と言え。」と仰せになっています。 

『大いなる日』とは復活の日です。 

『もし私がわが主にそむいたなら』これは条件節で、この句の意味は、彼（アッラーの祝福と平安あれ）以外

の者に、より当てはまります。 

 

言え、「アッラーにこそわが宗教を専ら捧げて仕える」。（３９：１４） 

 

★ジャラーライン 

 『アッラーにこそわが宗教を専ら捧げて仕える』多神崇拝から離れて。 

  

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において。 

言え、「もし私がわが主にそむいたなら、大いなる日の懲罰を私は恐れる」。（３９：１３） 

言え、「アッラーにこそわが宗教を専ら捧げて仕える」。（３９：１４） 

「それゆえ、かれを差し置いておまえたちが望むものに仕えるがいい」。言え、「まことに、損失者たちと

は、己自信と己の家族を復活の日に失った者たちである。それこそ、明白な損失ではないか」。（３９：１５） 

彼らには、彼らの上から火の暈があり、彼らの下からも暈がある。これが、アッラーがそれによってかれの

しもべたちを脅し給うものである。「わがしもべたちよ、それゆえ、われを恐れ身を守れ。」（３９：１６） 
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「それゆえ、かれを差し置いておまえたちが望むものに仕えるがいい」。言え、「まことに、損失者たちとは、

己自身と己の家族を復活の日に失った者たちである。それこそ、明白な損失ではないか」。（３９：１５） 

 

★ジャラーライン 

『かれを差し置いておまえたちが望むものに』つまり、かれ以外のものに。 

『それゆえ、・・・・仕えるがいい』この言葉には警告の意味と、アッラー（至高なるお方かな）に彼らが仕えな

い事への言及とがあります。 

 『己自身と己の家族を復活の日に失った』それは、彼らが信じていれば彼らに準備されていたであろう天女（楽

園の家族）を得ることができず、彼ら自身は火獄に永遠に留まるからです。 

 『明白な』明らかな。 

 

★イブン・カスィール 

 『それゆえ、かれを差し置いておまえたちが望むものに仕えるがいい』この句も、警告で、彼らの一掃を意味

しています。 

 『まことに、損失者たちとは』「まさしく、最も重大な損失をした者たちとは」 

 『己自身と己の家族を復活の日に失った』互いに散り散りとなり、彼らに再会は永遠にありません。また、彼

らは火獄へ行き、そして彼の家族は楽園へと行った場合、もしくは、家族皆でそろって火獄に行った場合、いず

れにせよ、彼らが互いに集うことも、喜び合うこともありません。 

 『それこそ、明白な損失ではないか。』「これこそが明々白々な損失者である」 

 

★クシャイリー 

 『言え、「アッラーにこそわが宗教を専ら捧げて仕える。それゆえ、かれを差し置いておまえたちが望むもの

に仕えるがいい」。』（３９：１４、１５）これは、最大の抑止で脅迫です。 

次いで、（『言え、「まことに、損失者たちとは、己自身と己の家族を復活の日に失った者たちである。それこ

そ、明白な損失ではないか」。』において）アッラーは、そのような者が最も損失した者であり、そして、それ（損

失）とは恥辱であると、明示し給いました。 

 まさに人は、欲望に追従することにより、己の現世を損失し、己の主が禁じ給うたことを破ることにより、己

の来世を損失し、そして、己が見たものにおいて、己の主に恥じ入らないことによって、己の主を損失します。 

 

彼らには、彼らの上から火の暈があり、彼らの下からも暈がある。これが、アッラーがそれによってかれのし

もべたちを脅し給うものである。「わがしもべたちよ、それゆえ、われを恐れ身を守れ。」（３９：１６） 

 

★イブン・カスィール 

 彼らの火獄での様子が描かれています。 

 『彼らには、彼らの上から火の暈があり、彼らの下からも暈がある。』について、クルアーンの他の節で、かれ

（誉れ高き威厳あるお方かな）は『彼らには火獄に寝床があり、彼らの上にはいくつもの覆いがある。こうして
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われは不正な者に報いる。』（第７章［高壁］４１節）、『彼らの上から、そして彼らの足の下から懲罰が彼らを襲

う日、かれは仰せられる。「おまえたちがなしてきたことを味わえ」』（第２９章［蜘蛛］５５節）と仰せになりま

した。 

 『これが、アッラーがそれによってかれのしもべたちを脅し給うものである。』アッラーは、かれのしもべを脅

すため、また、彼らに禁じられたものや重大な罪を彼らから退けるために、疑いようのないこの出来事の知らせ

を述べ給いました。 

 『わがしもべたちよ、それゆえ、われを恐れ身を守れ。』「われの威力、脅威、懲罰、そして、復讐を恐れよ」。 

 

★クシャイリー 

 その天幕は彼らを取り囲みました。それで、彼らは、そこから出ることも、そこから抜け出すこともありませ

ん。そのように、彼らは、現世で、彼らの抱くもろもろの信条の火獄にいます。彼らに、覆いは途切れることな

く、また、懲罰は絶えることがありません。 

 『わがしもべたちよ、それゆえ、われを恐れ身を守れ。』現世において、あなたが恐れるならば、その日（来世）

において、あなたは恐れから守られます。もしそうでなければ、あなたの両手の間には、打ち勝ちえない障害が

現れるでしょう。 
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👀 見てみようアラビア語  
 

クルアーン第３９章１６節から 

  تَّقُوِن.ٱِعب اِد ف  ـ  ي    
（意訳） 

わがしもべたちよ、それゆえ、われを恐れ身を守れ。 

 

ِعب ادِ ـ  ي               ←ِعب اِدي                   +ي ا     

                                       ↓ 

 ِعب اِد +            ي                   

                      （人称代名詞）              （名詞）            （間投詞） 

             ヤーゥの文字は省略されています  

 わが                  しもべたち              ～よ 

 

تَّقُونِ ٱف            ←اِتَّقُوني                       +ف    

       ↓ 

 اِتَّقُوا  +              ني                    
           （人称代名詞）        （動詞・命令形） （接続詞） 

  われを            恐れ身を守れ    それゆえ 

       ヤーウの文字は省略されています。 

 

🗝🚪 今月のキーワード 

・復活の日：現世が終わり人々が死に絶えた後に、人々が生き返り来世が始まる日。 

・損失（フスル）：失敗、損をすること。 

 

★☽ 
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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７回 

訳著：アーミナ 

 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

２．すばらしい善行 

（１）最後の審判の日－ハウドにて－ 

 

ムスリムとして亡くなると私たちは全員、最後の審判の日に墓から復活した後、まず預言者ムハンマド様

（彼にアッラーの祝福と平安あれ）の水場「ハウド」に行きます。そこで、預言者様（彼にアッラーの祝福と

平安あれ）から与えられた水を飲む人たちは、その後喉の渇きを覚える事がありません。預言者様（彼にアッ

ラーの祝福と平安あれ）はこう言われました。 

≪私はまことに 私の兄弟たちに会いたいものです。≫ 

この言葉を聞いた人達は、「み使い様、私達はあなたの兄弟ではありませんか？」と言いました。彼はこれ

に対し、 

≪あなた方は、私の教友です。私の兄弟とは、まだこの世に生まれていない人たちのことです。≫ 

と答えました。 

これを聞いて人々が、「み使い様、まだ生まれてもいないあなたのウンマ（イスラーム共同体）の人たち

を、あなたはどうやって見分けるのですか？」と質問しました。み使いはこう言われました。 

≪ある人が、全身が真っ黒の馬の群れの中で、額と両足のところに白い星型の斑点(はんてん)のある何頭かの

馬を所有している場合を想像してみなさい。その人には、自分の馬を見分けられないでしょうか？≫ 

これに対し人々は、「確かに見分けられます。」と答えました。 

み使い様は続けてこう話されました。 

≪彼らはウドゥーを行ったため、顔、両手、両足を白く輝かせながらやって来るのです。私はかれらより先に

私の水場へ到着していますが、丁度、迷ったラクダが追い出されるように、ある人たちは、私の水場から追い

出されるでしょう。私が大声で、「こちらに来なさい！」と呼びかけようとするとき、「彼らはあなたの死

後、信仰を変えてしまった者たちです。」と天使から告げられ、それで私は、「遠ざけたまえ、遠ざけたま

え。」と言うだろう。≫ ムスリム出典 

注：信仰を変えてしまった者たち ： イスラームを捨て不信に戻った人たち 

 

遠くから預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）に大声で呼ばれるとき、預言者様（彼にアッラーの祝

福と平安あれ）が私たちに「こちらに来なさい！！」と呼んでくださる時、私たちは預言者様（彼にアッラー

の祝福と平安あれ）の所へ行けるでしょうか？私たちと預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）の間に、

この世への愛情が邪魔せずに、天使たちが「彼らは違います」と私達の間を裂こうとしませんように。どうか

預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）のところへ無事に行くことができますように。 



7 

 

  

死ぬときに、どういう状態で死ぬかは、誰にもわかりません。今は、こうしてイスラームの勉強をしている

ムスリムの中に入れて頂いていますが、死ぬ直前に、邪心が起こって、不信となって死ぬかもしれません。そ

うすれば、行き先は、地獄です。それは誰にもわかりません。 

 

現在、お酒を飲んで酔っ払って、人に迷惑をかけ、人を騙し、盗みを働き、さんざん悪い事をしている人

が、死ぬ時には、心を入れ替えて、改心して、よいムスリムとなって死に、預言者様（彼にアッラーの祝福と

平安あれ）と一緒に、一番高い天国に入るかもしれません。私達は、どんな人を見るときも、彼が最期にどう

やっては死ぬかはわからず、自分も最期にどうやって死ぬかわからないという事実を思い出すことが大切で

す。例え悪い事をしている人であっても、もし彼が自分よりも劣っているという気持ちが起こったら、それ

は、まったく自分の無知から来るものだと知りましょう。自分の最期がまったくわからない、ということを知

らない無知な人だけが、他の人を自分より劣っていると思い、他の人のことを心の中で裁きます。他人のこと

を批判する自分は誰か？自分が、死ぬときに、ムスリムとして死ねることが確実に決まっているのか？アッラ

ーからその確約をもらっているのか？事実を事実として認めることです。 

 

どんなに悪い事を行っている人に対しても、私たちがすべきことは、今ひどいことをしている彼のような状

態に、アッラーが、自分をしなかったことに対して、アッラーに感謝し、アッラーから大きな試験、試練を受

けている彼に対して、「どうか彼を正しい道にお導きください。」とドゥアーをすることです。本当に自分

が、彼と同じように悪いことをしなかったとしたら、それはひとえに、自分へのアッラーからの贈り物に他な

らないからです。 

預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）は、私たちに、こう言われています。 

≪私の死後、あなた方は、否認すべき様々な事柄を見るであろう。 

天国の水場で私に会うまで、耐え忍びなさい。≫  

ブハーリー出典 

 

私たちがすべきことは、ハウドで預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）に会うまで、どんな状況にあっ

ても、耐え忍び、信仰を守り、どんな人に対しても、常に善いことをしていくことです。 

私たちが、天国から流れ出ている水場ハウドで、預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）に、「こっちに

来なさい！」と呼ばれるときに、預言者様（彼にアッラーの祝福と平安あれ）のところに無事に行けますよう

に。  

★☽★☽ 
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Islamic study Online 

「イスラーム勉強会 」ムスリマ女性限定    

【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  

  

           

https://sites.google.com/site/loveallahskip/benkyokai
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東南アジアのシャーフィイー派 第 ３７回

― スラウェシ島のシャーフィイー派 ２― 
アフマド塩崎 

 

前回までは、インドネシア北東部のスラウェシ島がどういうところなのか書きました。20 世紀前半から現在

まで、日本とはかなり関係がある地域です。スラウェシ島のウラマーで歴史を通して最も優れた人は誰かと問わ

れれば、現地の大体の人は、ユースフ・アル＝マカッサリー（1626～1699）と答えるでしょう。 

ユースフは、オランダによるインドネシアの植民地化が始まった 17 世紀に生きた人で、後世まで知られるウ

ラマーであったとともに、オランダへの抵抗運動で活躍した人でもありました。ユースフが「アル＝マカッサリ

ー」と名乗っていたのは、今日でもスラウェシ島の最大の都市であるマカッサル出身だからです。ユースフは、

スラウェシ島のゴワ王国のスルタンの甥でもありました。18 歳の時にマッカへとハッジに赴き、そのまま 20 年

間、マッカ、マディーナ、イエメン、ダマスカスで学びました。他のインドネシアの主なウラマーが皆、マッカ

などで長年学んでいたのと同様です。この時の師弟関係で、シリアで盛んだったスーフィー教団の一つ、ハルワ

ティー教団に加わりました。ユースフは、ハルワティー教団をインドネシアへ伝えた人物といえます。今日でも

スラウェシ島南部にはハルワティーヤ＝ユースフ教団と名乗る人々が活動しています。 

ユースフがスラウェシ島へ帰ってきたのは、彼が 38 歳の時でした。その少し前から、スラウェシ島にはオラ

ンダの支配が広がってきていて、この状況を嫌ったユースフは、ジャワ島西部にあるバンテン王国に向かいまし

た。バンテン王国のスルタンのムフティーに任ぜられたユースフは、20 年の間、ムフティーかつ、多くのウラ

マーを育てた教師としてバンテン王国で暮らしました。 

54 歳の時、オランダの介入がバンテン王国にも及んで、戦争が起きました。といっても、直接戦ったのは、

ユースフの主君であるスルタンとその息子でした。オランダやイギリスというのは、世界各地のムスリム諸国を

植民地化しようとした時、だいたいの場合は、まずムスリム同士の争いを起こして、一方を支援したりすること

で、ムスリムの統治がまともにできなくなるまで争わせる、という方法をとりました。その後で乗り込んできて、

オランダやイギリスが支配者になりました。バンテン王国のスルタンと王子が戦い続けた結果、オランダの支援

を受けた王子が新しいスルタンとして即位することになりました。しかし、その条件として、バンテン王国の統

治の実権は、ほとんどオランダに引き渡されることになりました。 

スルタンの側で戦いに参加していたユースフは、スルタンがオランダに捕らえられた後も、潜伏しながらオラ

ンダへの抵抗を続けていましたが、58 歳の時に、無罪放免を条件としてオランダに降伏しました。しかしなが

ら、オランダはユースフを捕らえて、国外追放の刑に処しました。 

最初、ユースフは、当時オランダの支配下にあったセイロン島（今のスリランカ）に島流しにされました。ス

リランカは今でも人口の 10％程度がムスリムですが、当時のセイロン島にもムスリムがいて、ユースフはやは
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り多くの弟子を教える教師として、9 年間を過ごしました。 

67 歳になったユースフは、次にケープタウンに移送されました。現在の南アフリカですが、当時はやはりオ

ランダの植民地でした。セイロン島だとムスリムも多く、インドネシアからハッジの途中で立ち寄ってユースフ

を訪ねてくる人々もいたため、さらに遠いケープタウンに移送されたと考えられます。ケープタウンの郊外に住

まわされたユースフは、オランダによって農業に従事する奴隷として近隣で働かされていた現地の人々と親しく

交流し、多くのアフリカの現地人がユースフを介してイスラームに入信したと伝えられています。73 歳で亡く

なったユースフは、住んでいたケープタウン郊外に埋葬されました、彼の墓がある町は、今は彼の出身地にちな

んで、「マカッサル」という名前になっています。 

ユースフの著作の多くは、スリランカや南アフリカでの流刑の時期に書かれたものです。代表的な著作の１つ

に、シャーフィイー派法学の古典、サリーム・アル＝ハドラミーの『安全な船』への注釈があります。法学の他

だと、ユースフの著作は、タサウウフに関するものが多いといえます。ナクシュバンディー教団やハルワティー

教団の著名なウラマーの著作を東南アジアに紹介した本や、ズィクルについての本などです。 

次回は、ユースフ・アル＝マカッサリーと関係のある南アフリカや、中南米のインドネシア系ムスリムのこと

を書きたいと思います。 

続く、インシャーアッラー。 

 

 

★☽★☽★☽ 
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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 

イスラームの使命（５） 

カリフ制の再興／大地の解放を目指して 

ハサン中田 

 

４．カリフ：預言者の後継者 
 

 預言者ムハンマドの高弟イブン・アッバースは既述の（４：５９）の「お前たちの中の権威ある者（ulū al-

amr）」を「『遠征軍の司令官たち』、一説では『ウラマーゥ』」と注釈しているが、イブン・カスィール（１３７

３年没）は「諸侯（umarā’）とウラマーゥの権威ある者全てに一般的に当てはまる」と述べている。（注１） 

 前近代のスンナ派では預言者の権威は、政治的権威は「世俗」の実力者である諸侯、教導的権威はウラマー

ゥが継承するとの分業体制が確立した。そして「世俗の実力者」諸侯の長が、カリフ「預言者の後継者」であ

る。 

 「私の共同体におけるカリフ政権（khilāfah）は３０年であり、そしてその後王政（mulk）がその後に来

る。」（アル＝ティルミズィー）とのハディースに基づき、スンナ派は預言者ムハンマドの高弟であった最初の

４人のカリフ、アブー・バクル、ウマル、ウスマーン、アリーを特に、有徳有識の「正統カリフ（khulufā’ 

rāshidūn）」、その後のカリフたちを覇者「王（malik）」と呼び分ける。 

 スンナ派の理解では、正統カリフでさえも預言者の無謬性を継承しないが、それ以降の王たちに至っては、

最低限の学識や人徳でさえ備えているとは限らない。むしろ「私の後に、私の導きによって導かれず、私の範

例を範としない指導者（a’immah）たちが現れる。またお前たちの中には、その心が、人間の体に宿った悪魔

の心である男たちが現れる。（その時になったら私はどうしましょう、と尋ねられ。）権力者（amīr）には聞き

従いなさい。たとえ彼がお前の背中を打ち、お前の財産を取り上げようとも聞き従え。」といったハディース

（ムスリム）が、これらの王たちが時として悪逆非道であることを明言している。にもかかわらず、これらの

権力者は服従が命じられ、反逆は禁じられる、という意味において、やはり預言者の政治的権威の継承者とみ

なされる。 

 但し、スンナ派の教える不義の権力者への服従とは、彼らから蒙る不正な扱いに耐えることであり、イスラ

ームの教えに反する命令に従うことではない。それは預言者ムハンマドが、臣民を憎み呪い臣民に憎み呪われ

る最悪な支配者であっても、礼拝を人々に挙行させている限り、反逆してはならないと述べる一方で、「（アッ

ラーの命令への）背信行為が命じられたのでない限りムスリムには（権威への）聴従が課されるが、違背行為

が命じられた場合には、聴従はない」（ハディース：アル＝ブハーリー）とが命じられている通りなのである。 

 預言者の人格がイスラームの宣教の枢軸であるにもかかわらず、悪逆非道なカリフにさえも預言者の後継者

としての政治的権威、支配の正当性が認められていることは、イスラームの宣教における統一政治権力の不可

欠性を示している。預言者ムハンマドの在世中の最終権威が彼一人に集中していたように、カリフもまた一人

でなければならず、複数のカリフの並立は厳しく禁じられる。 

 預言者ムハンマドは、「私の後に預言者はもはやいないが、カリフ（後継者）が現れ、それは多数となろう。

一人一人順に忠誠を尽くし、アッラーが彼らに授けられた権限に従え」（『日訳 サヒーフ・ムスリム』第３巻

２０頁参照）と述べ、一時代に一人だけのカリフに即位順に忠誠を誓うことを命ずると同時に、「二人のカリフ

に忠誠の誓いが立てられた場合、後の者を殺せ」（アブー・サイード・アル・フドリーの伝えるムスリムの伝

承）と、二人以上のカリフが擁立された場合は、二人目以降のカリフの権威を認めないのみならず、その問答

無用の処刑を厳命している。 
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  預言者ムハンマドが亡くなった時、アラブの多くの部族がザカー（浄財）を首都マディーナのカリフ・ア

ブー・バクルの許に納めることを拒んだ。この時、カリフ・アブー・バクルは、彼らが「アッラーの他に神は

なく、ムハンマドは神の使徒なり」の信仰告白を唱え、礼拝を挙行していたにもかかわらず、彼らを討伐し

た。この戦いは背教戦争と呼ばれる。このカリフ・アブー・バクルの決断も、イスラームにとって、カリフの

首長権の至上性とウンマ・ムスリマ（ムスリム共同体）の一体性が死活的に重要であることを示している。 

 しかしカリフが一人であることへのイスラームの固執の理由を理解するためには、回り道になるが、先ずイ

スラームの完成形態における公宣の特質を明らかにする必要がある。 

 

（注１）Cf., Ibn ’Abbās, op.cit.,p.95. Ibn Kathīr, Tafṣīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, Cairo, 1990, vol.1, p.493. 

 
★☽★☽★☽★☽ 

📚 おすすめ読み物 

🥚「スーフィズム入門」（山本直輝著、集英社新書プラスのＨＰ：https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column） 

🥚『やさしい神さまのお話』（中田香織著、中田考監修、山本直輝序、百万年書房） 

🥚『イスラームからヨーロッパを見る』（内藤正典著、岩波書店） 

🥚『イスラームの論理と倫理』（飯山陽著、中田考著、晶文社） 

🥚『イスラームの論理』（中田考、筑摩選書） 

🥚『預言者ムハンマド伝』（イブン・イスハーク著、イブン・ヒシャーム編集、後藤明他訳、岩波書店） 

🥚『アフガニスタンの診療所から』（中村哲著、筑摩書房）
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１０歳のためのイスラーム学習（４） 
 

ムジャーヒド松山 

 

著者から一言 

 このページに掲載させて頂くのは、

おもに「六信五行」をテーマに、私家版

教材として作ったものです。少説明不足

な点があったりするかもしれませんが、

１０歳前後の子を教える相手に想定して 

 

 

 

 

いるため、あえてざっくりした表現を使って

います。その点、ご容赦ください。 

 本来、自分で使うためにつくっただけで、

公表するような質のものでもないのですが、

なにかの御参考になればと思い、シェアさせ

て頂くことにしました。 

★☽★☽★☽★☽★☽
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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 

 

８．アザーン  

 

毎日５回の礼拝があります。ですから、一日５回、モスクから礼拝をよびかけるアザーンがあります。 

アザーンの言葉を知っていますか？それは次のようなものです。 

 

 أهلل أكبر أهلل أكبر أهلل أكبر

 أشهد أن ال إله إالَّ أهلل أشهد أن ال إله إالَّ أهلل

 أشهد أن محمداً رسول هللا أشهد أن محمداً رسول هللا

 حي على الصالة حي على الصالة

 حي على الفالح حي على الفالح

 أهلل أكبر هللا أكبر ال إله إالَّ هللا

 

アッラーフアクバル（４回） 

アシュハド アッラーイラーハ イッラッラー（２回） 

アシュハド アンナ ムハンマダン ラスールッラー（２回） 

ハイヤー アラッサラーッ（２回）ハイヤー アラルファラーフ（２回） 

アッラーフ アクバル（２回） 

ラーイラーハ イッラッラー（１回） 

 

（意味） 

アッラーは偉大である 

アッラーの他に神はないことを私は証言する 

ムハンマドは、アッラーの使徒であることを私は証言する 

礼拝のために来たれ 成功のために来たれ 

アッラーは偉大なり アッラーより他に神はなし 

 

練習 アザーンが、そらで言えるように、練習しましょう。 

★☽ ★☽ ★☽ ★☽ ★☽ ★☽  
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お便り 🐐 

 

🍂カミュと中田香織ハビーバさん（Ｔさん） 

アッサラームアライクム、先日バビーバさんのプロフィールを読んでいましたら彼女の京都大学での卒論が異

邦人と知りました。20 代のころカミュは知っておりましたが本を読む機会もなく過ぎ、カミュのペストはノーベ

ル文学賞を受賞したのですね。 

現在英、仏、伊、日本でもこの本が再度みなをされ１００万部増版されているようです。 

ペストとコロナが酷似していること。本というのは人々の心理状態を大変克明に描写するので色々と共鳴する

のですね。 

私はこれから取り寄せるところですが何かとても不思議な経験でした。 

米国は益々上昇傾向にあり、私の様に７０歳プラスは益々家に閉じこもり、そんな中素晴らしい本に会えて

アッラーに感謝です。 

 

（アーリファより） 

ハビーバさんがカミュの異邦人で論文を書かれていたことは彼女が生前のころに、私も知っていたのですが、

あまりそのことについて深く考えたことがなく、なにも伺わず仕舞いで、残念です。 

アッラーの御許に帰って行かれてから、１０年以上も過ぎてしまいました。 

聞いておけばよかったなぁと思う問いが、後から後から出てきます。 

でも、まぁ、それもアッラーからの定めだったのだろう、その当時はそれでよかったのだろうと、むかしの

事を思い出します。 

 

🍂イスラムについての本（Ｏさん） 

日本には、イスラム関係の本は、殆どそれ自体やムハンマドを賛美する、または IS、テロ、国際関係のものば

かりのようです。信者の立場でなく、批判的な立場で書かれた学問的なイスラムの創始者についての本（例えば、”’

史的イエス’のような”）ってありますでしょうか。日本語でなければ、英語でも大丈夫です。 

 

（アーリファより） 

 イスラム関連書籍につきましては、過去のムスリム新聞の「一日一読」（ムジャーヒド著）で知ることができ

ます。バックナンバー３０３号から３１３号までをご覧ください。 

 ムスリム新聞社のＨＰ→http://muslim-shinbun.mystrikingly.com/ 

 預言者ムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）について、私が知っていることは、モスクの勉強会で聞い

た話から、それからハディース集やいろいろな本に載っていた小話からで、私はあまり学術的な預言者伝の本

について知らないので、夫のムジャーヒドに聞いてみたところ、次の３冊を教えてくれました。 

 『ムハンマド、世界を変えた預言者の生涯』（カレン・アームストロング著、 徳永里砂訳、国書刊行社） 

 『改訂新版ムハンマドの生涯』（アンヌ=マリ デルカンブル著、後藤 明 監修、創元社） 

 『ムハンマド、預言者と政治家』（モンゴメリー ワット著、牧野信也訳、久保儀明訳、みすず書房） 

 Ｏさんがご質問くださったのをきっかけにして、キリスト教においてイエスを記述するのには、どんな方法

を取るのか知りたくなり、過去に買ったはいいものの、読まずに本棚に飾っておいた、荒井献著『イエス・キ

リスト』の上巻はなぜか買わなかったようで、あった下巻を取り出して、読み始めました。むかし私が大学生

だったころに預言者ムハンマドと、キリスト教におけるイエスとの比較するレポートを書いたことがありまし

たが、ぜんぜん理解できていなかったので、この機会に考えてみます。 
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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） 

今月もさいごまでムスリム新聞をお読みいただきありがとうございました。アッラーのよき報奨がみなさんに

ありますように。 

９月も下旬になり、コロナ騒動がはじまったら２月末からあっという間に半年が過ぎました。マスクをして顔

を隠せるのはうれしい反面、マスクを洗ったりでかけるたびにマスクをするのは面倒で、この夏、マスクをして

家の外にでかけるとすごく暑かったです。ムスリムがたくさん住む、インドネシア、エジプト、サウジアラビア

など、暑い国が多いですが、ムスリムの女のひとで顔を覆ってでかけるひとたちはとても暑いのだろうなと想像

しました。 

お便りにあったＯさんからの質問に、「学問的」という言葉があって、いったい「学問的」とは何だろう・・・

と考えているときに、アフガニスタンで医療支援と灌漑事業をされていた中村哲さんの本『アフガニスタンの診

療所から』（筑摩書房）を読みました。アフガニスタン人の持つ領域国民国家を超えた自己意識や、気高い誇り

や、彼らの特質などが生き生きと伝えられる中で、外の世界からもたらせる復興支援と、男女平等や民主主義な

どの思想の啓蒙とを名目に、国中に落ちる爆弾とお金が、より国の治安を悪化させ、アフガニスタンの社会が壊

されていく様子が描かれていました。中村さんの本を読んだ後、大学の授業で読み学んだ『イスラームの論理』

（中田考著、筑摩選書）の序文を読み直しました。「イスラーム」を理解しようと努めるのであれば、まず、自

分が当たり前のように使用している言葉や見方を、自覚的に理解しなおす必要があることが、序文で書かれてい

ます。赤い眼鏡をかけて、世界を見れば、世界の色が赤色を着色した後の色に見えます。その色を見て、世界は

こんな色だったと、主張するのであれば、それは間違っています。実はじぶんがもうすでに何かの眼鏡をかけて

世界を見ているのだということに気づくことが、世界を正しく理解するための、最初の一歩で、何色の眼鏡をか

けているのか考え始めるのが、次の一歩です。正しく世界を理解する、理解しようとする対象を正しく理解しよ

うとするためには、すごくたくさんの努力がいるようです。中村さんの本の中でも、じぶん（外国人）が良いと

思うことを相手（アフガニスタン人）に進める時に、短絡的な方法で支援を進めてしまえば、実は相手の現状よ

りさらに悪い状態へと導いてしまうのだと書かれていました。テレビドラマで、悪い人が、ほかの人をそそのか

すときにしばしば使う言葉は、「はやく●●して！」とか「すぐに○○したほうがいい！」などで、人を急がせ

て何かをさせようとします。「学問的」な本は、これが答えです！と答えを出す本ではなくて、長い説明と多面

的な表現で解説してある本なのではないでしょうか。こんな感じで「学問的」に考えると、顔に布を覆って外を

歩いているムスリムの女性に対しても、暑いだろうな、という想像だけではなく、また別の角度から想像し描く

ことができるのでしょう。 

ワ アライクムッサラーム ワ バラカートゥフ（みなさんに平安とアッラーの恵みがありますように）。 


