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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 

 梅の花が散って、次は桜が咲く花粉舞う季節となりました。寒い世界から暖かい世界へと変わり、日々の

生活も変わりつつ、変えつつあります。お時間がある時に、温かいお茶を飲みつつ、どうぞ新聞をご覧くだ

さい。 
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クルアーン解説 

第３９章［集団］6８―７０節（２５） 

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。 

  

 そして、角笛が吹かれ、諸天にいる者も地にいる者も、アッラーが御望みの者を除いて気絶した。それからも

う一吹き吹かれると、すると途端に、彼らは立って眺める。（39:68） 

★ジャラーライン 

 『角笛が吹かれ』最初の一吹き。 

 『気絶した』死んだ。 

 『アッラーが御望みの者』楽園にいる天女や永遠の少年たち、など。 

 『彼らは』死んだ状態にあったすべての被造物。 

 『眺める』彼らは、アッラーが彼らになし給うことを。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（称賛されし、至高なる御方かな）は、復活の日の恐怖と、そして、その日に起きる偉大なる徴と、恐ろ

しい地震とを教え給いました。 

 かれ（至高なる御方かな）の御言葉『そして、角笛が吹かれ、諸天にいる者も、アッラーが御望みの者を除い

て気絶した』この角笛は二度目のものです。それは、気絶の一吹きで、それによって諸天にいる者も地にいる者

も、アッラーが御望みの者を除いて死にます。預言者の有名な伝承においても角笛について解説されています。 

 次に、残っていた霊魂たちも（アッラーによって）掴み取られ、最後に死ぬのは、死の天使（マラクル＝マウ

ト）という状況になります。そして、唯一人永遠に生きる御方のみが残り給います。かれ（アッラー）は、最初

の御方であらせられ、終わりにおいて永遠に留まりつづけ継続する御方であらせられます。そして、かれは『こ

慈悲あまねき慈悲深きアッラーの御名において  

そして、角笛が吹かれ、諸天にいる者も地にいる者も、アッラーが御望みの者を除いて気絶した。それからも

う一吹き吹かれると、すると途端に、彼らは立って眺める。（39:68） 

 そして大地はその主の光に輝き、書が据えられ、預言者たちと証言者たちが連れ出される。そして、彼らの

間が真理によって裁かれ、彼らは不正を被らない。（39:69） 

 そしてすべての魂はそれがなしたことを十分に報いられた。そしてかれは彼らのなすことについて最も良く

知り給う。（39:70）  
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の日の王権は誰にあるのか』と、三度仰せになり、かれ御自身で、『アッラーにこそ唯一の支配権は属す』（40:16）、

「われは唯一なる御方である。われは、あらゆるものを打ち負かし、あらゆるものを消滅させることに決めた。」

と、答え給います。それから、かれは、かれが生きかえらせ給う最初の者であるイスラーフィールを生きかえら

せ給い、彼にもう一度角笛を吹くように命じ給います。それは、三度目の一吹きであり、甦りの一吹きです。そ

して、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、『それからもう一吹き吹かれると、すると途端に、彼らは立って眺

める』と仰せになりました。つまり、人々が骨と遺体の状態であった後の復活です。彼らは復活して、復活の日

のさまざまな恐ろしい様子を眺めます。 

 同様に、かれ（至高なる御方かな）は、『だが、それはまさしく一声の叱責に過ぎない（79：13）すると途端

に彼らは地表にいる（79：14）』（第 79 章［引き抜く者たち］13、14 節）と仰せになりました。 

 また、かれ（誉れ高き威厳ある御方かな）は、『その日、かれはおまえたちを呼び招き給い、おまえたちはかれ

への称賛をもって応じる。おまえたちは、留まったのはわずかに過ぎないと思うであろう』（第 17 章［夜行］52

節）と仰せになりました。 

 また、かれ（威厳あり至高なる御方かな）は、『かれのもろもろの徴の一つに、天と地がかれの御命令によって

立ち、それから、かれが大地からの呼びかけでおまえたちを呼び給うと、するとただちにおまえたちが現れるこ

とがある』（第 30 章［ローマ］25 節）と仰せになりました。 

 アル＝イマーム・アフマドは、次のことを伝えています。ある男が、アブドゥッラー・ブン・アムル（アッラ

ーの御満悦あれ）に対して言った。「あなたは『かの時が、こうこうこういう時に起きる』と言いましたよね。」

彼（アブドゥッラー・ブン・アムル）は、「あなたがたになにも語らないと決めています。私はただ、『ほどなく

してあなたはすごい出来事を目撃するでしょう』と言いました。」と答えた。つづけて、アブドゥッラー・ブン・

アムル（アッラーの御満悦あれ）は、「アッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）は、『偽預言者がわれらの

共同体の中に現れる。そして、その者は、４０の間、彼らの間に留まる。（40日、40か月、40年間、もしくは、

40夜かは私は分からないが）それから、アッラー（至高なる御方かな）は、マルヤムの息子イーサー（アッラー

の祝福と平安あれ）を派遣し給う。彼は、ウルワ・ブン・マスウード・アル＝サカフィーのようである。彼（イ

ーサー）は（偽預言者を）制圧し、アッラーは偽預言者を滅ぼし給うた。それから、人間は、７年間そのまま生

活をした。その間、人間たちのあいだには敵意というものがなかった。それから、アッラー（至高なる御方かな）

は、シャーム地域（シリアのダマスカスのあたり）から、冷たい風を送り給う。その風が、心の中に信仰心が少

しでもある者をみな掴み取り、彼らに生き残る者はいない。たとえ彼らのうちの誰かが山中の土の真ん中に入っ

ていたとしても、その風はその者に届くだろう。』とおっしゃった。」 

 また、彼（アブドゥッラー・ブン・アムル）は言った。「私はアッラーの使徒（アッラーの祝福と平安あれ）が、

『鳥の（重さの）ごとく軽薄で、猛獣（に備わる）寛大であるような、邪悪な人間はそのまま生き残る。彼らは

善を知らず悪を嫌わない。』とおっしゃったのを聞いた。また、彼（預言者）が、『それで、悪魔が彼らに「おま

えたちは答えないのか」と言い、そして、彼らに偶像への崇拝を命じる。すると、彼らは、それらを崇拝する。

彼らはそうすることで豊かな糧と素晴らしい生活を得る。そこで角笛が吹かれる。そして、誰もがそれに耳を傾

けずにはいられない。それを最初に聞くのは、ラクダの餌桶を土で直している者であり、その者は卒倒する。そ

れから、誰もが卒倒する。それから、霧雨のような ―あるいは、「影のような」ニュウマーンはこの言葉の説は

疑わしいと語っているー 雨をアッラー（至高なる御方かな）は送り給う ーもしくは、「アッラー（誉れ高き威

厳ある御方かな）は下し給う」ーすると、その雨粒から、人間の体が生えてくる。それから、次の角笛が吹かれ

る。そこで、人々は立ち上がり眺める。そして『人間よ、おまえたちの主のもとに近づいてこい。『そして、彼ら

を立ち止まらせよ。まことに、彼らは尋問される者である』（第３７章２４節）』と言われる。』とおっしゃったの

を私は聞いた。」彼（預言者）は、『それから、「火獄送りの者たちを連れ出せ。」と言われる。それで、「いくらほ

どですか」と尋ねられると、「千人中、999人ほどだ」と言われる。その日、子供たちは、白髪の状態で復活させ

られる。その日、脛が露わとされる。』とおっしゃったのを聞いた。」 
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 （ハディース収集者の）ムスリムが彼の正当伝承集において単独でその伝承を伝えている。 

 アル＝ブハーリーは次の話を伝えている。アブー・フライラ（アッラーの御満悦あれ）が、預言者ムハンマド

（アッラーの祝福と平安あれ）は「（角笛の）二度の一吹きの間は、４である」とおっしゃったと語ると、人々は

「アブー・フライラよ、4日のことですか」と尋ねた。彼（アッラーの御満悦あれ）は、「私には何とも言えない」

と答えた。彼らは、「4か月のことですか」と尋ねた。彼は、「私には何とも言えない」と言った。（預言者の言葉）

「人間のあらゆる部位は腐る、ただ脊髄を除いて。そこから、人は再び創造されるのである。」 

 

★クシャイリー 

 第一回目の一吹きで、あなたがたは死にます。それから、第二回目の一吹きで、あなたがたは蘇ります。この

二つの一吹きは、同じ種類のものです。しかしながら、一方では、霊魂が滅び、もう一方では魂が生きることに

なります。一吹きそれ自体には、何かできる能力はないということは分かっていますので、まことに、全能なる

御方は、かれの御力によって、かれが望み給うものを創造し給うということです。 

 

 そして大地はその主の光に輝き、書が据えられ、預言者たちと証言者たちが連れ出される。そして、彼らの間

が真理によって裁かれ、彼らは不正を被らない。（39:69） 

★ジャラーライン 

 『大地はその主の光に輝き』アッラーが裁きを決定し給うために顕現し給うと、大地は彼の主の光に映えまし

た。 

 『書が据えられ』清算するために、もろもろの行為（が書き記されたところ）の書が。 

 『預言者たちと証言者たち』使徒たち（祝福と平安あれ）のために（使信の伝達の責務を彼らが果たしたこと

を）証言するムハンマド（アッラーの祝福と平安あれ）とムハンマドの共同体。 

 『真理によって』正義によって。 

 『不正を被らない』不正をまったく被らない。 

 

★イブン・カスィール 

 かれ（称賛されし至高なる御方かな）の御言葉『そして大地はその主の光に輝き』つまり、「復活の日、真実な

る御方（威厳あり至高なる御方かな）が、被造物らのもとに裁定を下し給うために現れ給うと、それは輝く」。 

 『書が据えられ』カターダは、「諸行為の書である」と説明しました。 

 『預言者たち』イブン・アッバース（アッラーの御満悦あれ）は、「彼らは、もろもろの共同体に仇となるよう

に、彼らにアッラーのもろもろの使信が到達したことを、証言する」と説明しました。  

 『証言者たち』つまり、しもべたちがなした善行と悪行とを記録する天使たちのうちの証言者ら。 

『真理によって』正義によって。 

 

★クシャイリー 

 （『主の光』とは）、復活の日にアッラーによって創造され、復活の日を輝かせる光です。それは、太陽が巻き

上がり、星々が落下する時に生じます。人々は、その光と瞬きに照らされることによって、他の人々を見つける

ことができます。不信仰者はみな、闇の中に取り残されます。信仰者たちについて言えば、彼らの間には、彼ら

の光が広がります。 

 また別の説明によると、現世においては、日の出のことであり、来世においても、日の出のことです。現世に

おいては、かれの臨在が心に上ることであり、来世においては、大地の主の光が大地に上ることです。 

 また別の説明によると、来世においては、信仰者それぞれを包み込む光であり、現世においては、真智者らに

現れる光です。 
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 そしてすべての魂はそれがなしたことを十分に報いられた。そしてかれは彼らのなすことについて最も良く知

り給う。（39:70） 

★ジャラーライン 

 『己がなしたこと』それの報酬。 

『かれは彼らのなすことについて最も良く知り給う』つまり、知る御方であらせられます。それゆえ、かれは、

証言者を必要としません。 

 

★イブン・カスィール 

 アッラー（至高なる御方かな）は仰せになりました。『そしてわれらは復活の日に公正な秤を置く。それゆえ、

誰もわずかにも不正を受けることはなく、たとえそれがカラシの種粒の重さほどであっても、われらはそれを持

ち出した。清算者としてわれらは万全であった』（第 21 章［預言者たち］47 節） 

 また、アッラー（威厳あり至高なる方かな）は仰せになりました。『まことにアッラーは微塵の重さも不正はな

し給わない。もしそれが一つの善事であれば、それを倍加し、かれの御許から大きな報酬を与え給う』（第 4 章

［女性］40 節） 

 それゆえに、『そしてすべての魂はそれがなしたことを十分に報いられた』とかれ（誉れ高き威厳ある御方か

な）は仰せになりました。『それがなしたこと』つまり、善行と悪行です。 

 

★クシャイリー 

 もし、それが善行であるならば、好いものであり、それが善行ではないものであるならば、好いものではない

ものです。 

 

👀見てみようアラビア語 
第３９章６９節 

ق ِتَأ شَ وَ  ار َٱل  َر  ب ِه  ُضَبِنُوِرَر   

そして大地はその主の光に輝く・・・ 

👞  

َضَُر َٱل  َ َ َ  

大地は 

 

ق تَِأ شَ  َر  َ َ  

輝く 

 

َوَ  َ َ َ  

そして 

 

 
ب َِ اَ   ه ا ر  ب ِه  ر   

その主    その    主 
 

بِنُورََِ نُورَِ  بَِ  

光に    光    ～に 
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楽しもう！ラマダーン準備  

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 

 

いよいよ、インシャーアッラー、もう少しでラマダーン月になります。ラマダーン月のことを、あるシェイフ

（先生）は、「天国のバーゲンセール月」と呼んでいました。それほど、ラマダーン中には、善行にびっくりす

るくらいたくさんポイントをつけてもらえるので、天国がまるでバーゲンになったように入りやすくなる、とい

う意味です。まず毎日の義務の行いが、70 倍に換算されるので、一日義務の礼拝を 5 回しただけでも、2 ヵ月

半近く毎日 5 回義務の礼拝を欠かさずしたのと同じポイントが、たった一日でつきます！これは、ものすごくお

得なチャンスです。普段は礼拝を時間通りにできない人も、ラマダーン中だけは、本当に、礼拝しないと損！で

す。 

 

ラマダーン月は、始まってしまうと、終わってしまうのがものすごく早くて、アッ！という間に、何もしない

内に終わってしまいます。終わってしまってから、あれ、今年のラマダーンももう終わりかぁ、と残り数日にな

ってから、あれもしたかった、これもしたかった、と悔やんでも、次のチャンスは、また一年後にしか回ってき

ません。バーゲンが終わってしまって、せっかく破格の値札がついたバーゲン会場に行ったのに、うろうろして

いるうちに終わってしまって何も買えなかった人みたいに、がっかりして終わってしまわないように、始まる前

からしっかり下準備をしておきましょう。バーゲンに行く前にあらかじめそのお店に行って、値段が下がったら、

あれとこれを買おう！と目をつけておけば、バーゲンの日に、人混みでごった返すお店に行っても、あれだけは

買う！と決めているので失敗しません。それと同じように、天国のバーゲンセール月に入る前に、下準備をして、

これとあれを絶対ゲットしよう！と目ぼしい善行に今から目をつけて狙いを定めておけば、いざ、バーゲン月に

突入しても、迷わず目標に向って一心に一ヶ月間を過ごせます、インシャーアッラー。 

 

今から、下準備をして、これだけはしよう！という、ラマダーンの目標を立てておきましょう。今から準備し

て、ラマダーンがもう直ぐ来る！というわくわく感を持ち始めて、今年のラマダーン月を 2 倍楽しみましょう。

今から天国のバーゲンセール月に思いを馳せて、みんなでわくわくした気持ちでラマダーンを迎えましょう。 

 

ここで問題になるのは、何を今年の天国のバーゲンセールの一ヶ月間の目標にするか？です。《ラマダーン月

に奨励される崇拝行為》をご紹介しながら、下準備の方法を見ていきましょう。 

 

《ラマダーン月に奨励される崇拝行為》 

① 礼拝： 

レベル１：一日５回の礼拝を時間内にする。 

下準備→ まだ 5 回が時間内にできない方は、ラマダーン中は一ヶ月間、なんとかこれができるように、今か

ら準備をしましょう。時間内にできない原因になっていることを考えて、どうしたらそれが取り除けるか、ラマ

ダーン中一ヶ月間だけはなんとか工夫してできるように、準備しましょう。この目標を達成するためにモチベー

ションを高めてくれる重要なポイントは、ムスリマの友達を持つことです。ファジュルに起きられないなら、友



7 

 

 

達同士、LINE でメッセージを送る、一日の終わりに今日はどのくらいできたか確認し合う、など、声をかけあ

って、自分の目標達成のために、どんどんムスリマの友達を巻き込みましょう。 

 

レベル２：できれば合同礼拝でする。 

下準備→ 家族で一緒になど、モスクに限らず、誰かと一緒にする。このバーゲンセールには、自分だけが行

くのではなくて、ご家族みんなで行ったらみんなで得をするので、バーゲンセールの下調べは、一人でするので

はなくて、ご家族がいる方はぜひ一緒にしてください。忙しくても、例えば、朝のファジュルの礼拝と、夜のイ

シャーの礼拝の２つは、家族と一緒に行いやすいでしょう。（ご主人が毎回モスクの合同礼拝に参加される方だ

ったら、出かける前に、奥さんと子どもたちと一緒に、ご主人は、カダーの礼拝のニーヤ（意思）で、奥さんた

ちは義務の礼拝のニーヤ（意思）で、一緒に合同で礼拝して、モスクでご主人は、義務の礼拝を合同ですること

ができます。）普段でも合同でする礼拝は、1 人でする礼拝の 27 倍の報酬があるので、バーゲン月にすると、

ものすごいことになります。このチャンスを逃さないために、ご主人とお子さんと今からラマダーン突入まで、

イシャーの礼拝だけは一緒にするように練習してみる、お休みの日は 5 回すべて一緒にするように準備してみ

る、など、家族で自分たちができる範囲のことを一緒に考えて下準備していきましょう。本番のバーゲン月に、

簡単にできるように、今から打ち合わせを念入りにしておくことが大切です。 

※以下は、現在のコロナ渦では難しいかもしれません。：（ご家族がムスリムでない方は、なるべくムスリマ

の友達と一緒にできるように、一緒にイフタールに出かけるなどの計画を練る！モスクに行ける日は何日ある

か？数えておく、など、下準備をして、そのチャンスを逃さないように、今から計画を立てましょう。） 

  

② サダカ： 

毎日サダカをする。毎日小額でもいいので、サダカをする習慣をつけるために、毎日 100 円とかサダカをす

ると、一ヶ月終わったら、まとまった金額のサダカになっている。 

下準備→ モスクなど、サダカできる場所が遠くて毎日行くのが大変であれば、例えば、家の中に、サダカボ

ックスを設けて、ラマダーン中にサダカする。ご家族がムスリムならば、みんなでサダカし合う。お子さんがい

る方は一緒にサダカボックスを工作して作って、ラマダーン中は、10 円でも毎日しようね、と今からわくわく

する計画を立てる。ラマダーン最後の頃に、そのサダカボックスを解体して、ムスリマの友達同士で、またはご

家族揃って、もしくは、子どもと一緒に貯まったサダカを、貧しい人に渡しに行くか、子どもと一緒にプレゼン

トを買って渡しに行く。例えば、一緒に孤児院や老人ホームを訪問して、その人たちに渡しに行く、あまり裕福

でない親戚の家に、サダカボックスで貯まったお金で、贈り物を買って一緒に届けに行く、または、郵送しても。

サダカなので、必ずムスリムにあげなくてはいけないということはない。（ザカート（義務の喜捨）は、ムスリ

ムに渡さないと無効。）今からサダカボックスを作って、貯まったら、ラマダーン最後の日に、どこに行くか？

を、友達同士や家族で話し合って、わくわく感を盛り上げる。 

 

③ 家族関係： 

親兄弟、親戚関係のつながりを強くする。普段会わない人だったら、手紙を書いたり、電話をして、近況を聞

いたりして、連絡を取り合う。 

下準備→ まずは両親と疎遠になっていたり、両親に連絡をあまりとっていない方は、ラマダーン中は訪問し

たり、電話をしたり、メールをしたり、こまめに連絡を取り合うようにして、親孝行のご褒美をもらえるように

準備しましょう。親戚関係は、親戚の名前を、ご家族で一緒に、書き出して表にする。ここ数ヶ月間連絡を取り

合っていない名前に丸をつけて、一日に何人と決めて、電話や、ご親戚がムスリムだったらラマダーンカードや

イード前にイードカードを送ると良いので、その準備を今からする。ラマダーン中に、訪問に行く親戚を決めて

おく。お子さんがいる方は、イードカードを手作りで作って、ムスリムの友達に送るように、準備する。 
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④ ドゥアー： 

毎日決まったドゥアーをする。毎日続けることが大事。 

下準備→「ムスリムの砦（フスヌ・ルムスリム）」 

http://islam.ne.jp/Downloads/japanese-hesn_almuslem.pdf 

などのドゥアー集を今からチェックして、ドゥアーが叶うチャンスが満載のラマダーン中に、叶えて欲しいこ

とが含まれているドゥアーを書き出して、ポスターかカードのようにして作っておく。ムスリマの友達や子ども

と一緒にご家族で作るのも。カードにしておくと、毎日礼拝後やイフタールのときに、気軽に見ることができ言

うのを忘れない。毎日言っていると、暗記できるので、いくつかラマダーン中に毎日言って、暗記してみたいド

ゥアーを書き出して、準備しておく。 

  

⑤ 善行： 

何かを学ぶこと、学んだことを教えること。普段の７０倍の報酬がある。 

下準備→ ご家族がムスリムでない場合でも、ムスリムでなくてもわかるようなイスラームの良いところを書

き出して、少しずつメールでも口頭でもいいので、友達やご家族に伝える努力をしてみる。ニーヤ(意思)をする

ことで、アッラーがすべて助けてくださる。 

ご家族がムスリムの場合は、ラマダーン中は毎日 5 分でも、難しければ、週末だけでも、お互いにイスラーム

に関することを教えあう時間を持つ。例えば、今度のお休みの日には、お父さんが、預言者様（彼の上にアッラ

ーの祝福と平安あれ）のハディースをひとつ、家族に説明する、とか、本やネットからでもちょっと書き出した

り、子どもが、イクラ（アラビア文字読み練習本）をお母さんに教える、etc.、一日 5 分でもいい。この習慣が

つくと、ご家族が変わる。 

教える教わるという善行以外にも、ラマダーン中に、ぜひしてみたい善行を、友達同士やご家族で考えて、今

から準備する。ラマダーン中は、忙しくて、こういう時間は持てないので、今から一緒に集まって、ラマダーン

中にしたい善行を出し合って、書き出して、その実行に向けて今から何をすればいいか、話し合っておくと、ラ

マダーン中にスムーズに行く､インシャーアッラー。友達同士でラマダーンのイフタールの準備をする計画を立

てる。ご家族がムスリムの場合は、毎日のイフタールに困らないように、例えば、困ったときに助かるおかず、

コロッケとか、今からたくさん作って冷凍しておく。 

※以下は現在のコロナ渦では難しいかもしれません：（イフタールに食べてもらったら、その人の断食のご褒

美が、自分にも入るので、友達をイフタールパーティーに呼ぶ日を今から計画して、その準備をしておく。） 

ラマダーンに入ってからは、何かと忙しくて何もできない、今出来ることは全部今しておくと、ラマダーン中

は、ポイントゲットに専念できる。 

 

⑥ クルアーン： 

レベル１：アラビア文字が読めなければ、アラビア文字 28 文字をラマダーン中に、一日一個づつ覚えるだけ

でも、ラマダーンが終わったら一歩進展している。クルアーンがまだ読めなければ、日本語の訳を一日何ページ、

もしくは、何行絶対に読む、という目標を立てる。アラビア文字は読めるけどクルアーンはまだ読めない、とい

う方は、アラビア文字読み練習本イクラを、一日何ページか進めて、ラマダーン終了後には、どこまで修了して

いたいか、という目標を設定する。 

 

レベル２：クルアーンを完読する。覚えたスーラを、礼拝で読むようにする。 

下準備 → 女性は、毎日ジュズ（20 ページ）読むだけでは、読めない期間があるので、完読が終わらない。

今から、ラマダーン中に、一日何ページ読めば完読できるか計算して出しておく。また、ご家族で、それぞれ、
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子どもも含めて、一文字読むと、１０の善行が付くクルアーンのポイントをなるべくたくさんバーゲンセール中

にゲットできるように、毎日どのくらいだったら読めるか？目標を立てる。目標を一緒に建てることで、「お母

さん今日読む分もう終わった？」など、お互いにチェックして、励ましあうことができる。まだアラビア語が早

く読めなければ、一日半ページでもいい。目標を立てて、ラマダーン一ヶ月中に、ここまでは読む！という目標

を、家族でそれぞれ、今から決める。（家族の全員が、一応クルアーンを読めるけど、一人で完読するのは無理、

という場合は、家族みんなで分担して読めるように、一人ひとりの担当パートを決める。例えば、お母さんは、

１～２００ページ。お父さんは、早く読めるから、Ｐ２０１～５５０、子ども達は、Ｐ５５１から最後まで、etc.。

みんなで励ましあって、「ラマダーン月、家族クルアーン完読」を目指す。ラマダーンが終わっても、何ヶ月間

かに一度は、家族でクルアーンを完読できるよう、習慣になるようにするとよりいい。）必ず、みんなの目標を

紙に書いて、ラマダーン中は壁に貼っておく！目標達成できたら、何をプレゼントするか、とか決めておくと、

子どもたちはやる気が出て楽しい。 

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+- 

★子どもと一緒に楽しむラマダーン✨ ✨ ✨目標を立てよう！ 

 

① ラマダーンは特別な月だということを知らせるために、子どもの部屋に、ラマダーン月に入る前から飾り

をつけて、ラマダーンのわくわく感を実感、毎日がパーティーみたいに楽しくさせる。ラマダーンに入る前に、

家族で集まって、子どもにプレゼントをして、「ラマダーン突入おめでとうプレゼント」をあげる。 

② 子どもの好きな食べ物を、ラマダーン月の毎日の献立にするため、今から子どもに聞いて、一緒に献立を

立てて、ラマダーンを楽しみにさせる。 

③ サフールに子どもを起こすための工夫。花火をする、子どもの好きなビデオをつける、いい匂いのする子

どもの大好きな料理を作る。 

④ 子どもは断食しなくても、親と一緒にサフールを食べたら、ほめる！ 

⑤ 子どもが少しずつ断食できるように、練習をして整えていく。例えば、最初は、サフールだけ最初一緒に

取って、ファジュルの礼拝を一緒にする練習。 

これができたら、→ 断食を 10 時まで。 

これができたら、→断食ズフルまで、給食の時間までお水飲まない。 

これができたら、→2 時まで→4 時まで→マグレブまで、とか様子を見て、数日に少しずつ、進んでいく。子

どもがやりたい分やらせるようにする。絶対に無理強いしない。 

⑥ 水遊びとかウドゥーをすると、喉が渇いているのを忘れる。 

※以下は現在のコロナ渦では難しいかもしれません：（⑦お子さんのお友達（ムスリムでもノンムスリムでも。）

を招いて、イフタールパーティーをする計画を立てる。2 週間に一回とか、誰を呼ぶか？何を作るか？今からお

子さんと一緒に考えて、わくわく感を持たせて盛り上げる。）                                       

※参考：インドネシアのテキスト  

 

ラマダーン月は、天国のバーゲンセール、とにかく、何でも義務の行いをすると、70 倍ですから、普段はち

ょっと面倒でできないなぁ、ということも、この月にはやっておくと、70 倍の報酬です。ザカートで払い忘れ

ているものなんかあるか今からチェックして、もしあったら、ラマダーン月に払えば、70 倍の報奨が付くので、

ものすごいチャンスです。   

*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+-*-+- 

★ラマダーンの光を受け止めるための心の準備 

今月シャアバーン月は、いつもよりたくさん預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に祝福を送って、

アッラーの祝福が降り注ぐラマダーンに、それを受け止められるよう心の準備もしておきましょう。 
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① イスティグファール（「アスタグフィルッラーアッラーにお許しを請います。」）を、何の罪もない預言

者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）は、一日に 100 回されていた、最低 100 回は毎日言う。 

② 預言者様（彼の上にアッラーの祝福と平安あれ）に、祝福を送る。今月は 10 回以上最低しましょう。ど

ういう言い方でもいいですが、参考までに、ハディースにある一番短い形式をご紹介します。： 

「アッラーフンマ サッリ アラー ムハンマディン ワ アラー アーリ ムハンマﾄﾞ」（アッラーよ、ど

うかムハンマドとそのご家族を、祝福してください） 

 

ラマダーン月は、アッラーのことだけ考えられるように、今から、心と状況の両方を整えて、下準備をしてお

きましょう。インシャーアッラー、今年のラマダーンは、いつものラマダーンとは一味違った思いで深い、忘れ

られないラマダーンになりますように。 

 

 

 

👞 👞 
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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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東南アジアのシャーフィイー派 第 ５４回

―シャーフィイー派に対する批判と対立④― 
アフマド塩崎悠輝 

 

 

 

前回は、20 世紀初めの東南アジアで、伝統的な法学派についての意見の違いが出てきたことについて書きま

した。シャーフィイー派でまとめられてきた法学上の学説に、そのまま従うかどうか、が論点でした。そのまま

従うのではないならどうするか、というと、クルアーンとハディースから直接判断すればいい、というやり方が

1 つ、それから、スンナ派の 4 大法学派の 1 つだけではなく複数の法学派を参照して決めればいい、というやり

方もありました。こういった、法学派についての考え方の違いが出てきた背景には、18 世紀からのハディース

学の発展がありました。 

こういう考え方の違いは、アフリカから中東、インド、東南アジアまで、ムスリム世界全体でこの頃起きてい

た議論です。エジプトで 1898 年から発行されていた雑誌『アル＝マナール』（灯台）の影響は大きく、東南ア

ジアでも、この雑誌を模倣した雑誌が発行されるようになり、1 つの法学派、つまり、シャーフィイー派だけに

依存する必要はない、という考え方が広まりました。 

それでは、実際のフィクフの解釈において、どのような新しい学説が出てきたのかというと、そこまで社会的

に大きな影響のある学説は現れませんでした。1 日に 5 回義務の礼拝があるとか、ラマダーン中の斎戒（サウム）

の義務であるとか、そういったことは 4 大法学派で違いがあるわけではありません。そもそも、4 大法学派のい

ずれも、クルアーンとハディースに基づいて形成されてきたものです。 

この時代は、植民地化と、ヨーロッパからもたらされた近代化によって、ムスリム社会も大きく変化した時代

です。しかし、1 つの法学派に従うか否か、ということは、植民地化を受け入れるか、独立戦争を起こすか、と

いった問題や、ヨーロッパで発展した科学や制度をどうとらえるか、といった問題とは無関係でした。 

これらの問題は、ムスリムにとって重大な問題ではありましたが、伝統的な法学派に従いながらでも対応を考

えられる問題でした。実際には、同じ法学派に従っているウラマーでも、植民地支配をする英国やオランダに言

われた通りにする人もいれば、反乱を起こす人もいました。また、ヨーロッパの影響を受けて、法学派やクルア

ーンやハディースは特に参照しないで、植民地化や科学の問題について考えるムスリムもいました。 

東南アジアでは、伝統的な法学派に従うウラマーは「カウム・トゥア」、特定の法学派だけに従うわけではな

いというウラマーは、「カウム・ムダ」と呼ばれました。「カウム」はアラビア語が元になっている言葉で「集

団」という意味、「トゥア」は「高齢の」とか「古い」という意味のマレー語、「ムダ」は「若い」とか「新し

い」という意味のマレー語です。以下、「カウム・トゥア」のことを「旧集団」、「カウム・ムダ」のことを「新

集団」と、日本語で呼びます。たとえば、インドネシアだと、ナフダトゥル＝ウラマーが旧集団の代表、ムハン

マディヤが新集団の代表、といえます。 

旧集団と新集団の違いは、法学派という仕組みをどう利用するか、の違いです。政治的立場とは関係ないし、

旧集団だったら非科学的、とか、新集団だったら科学的で民主的、といった違いがあるわけではありません。ど

ちらが西洋や近代の考え方に近い、というわけでもありませんでした。 

それでは、旧集団と新集団は何で対立して、何で論争していたのかというと、割と些末な事柄です。最もよく

行われた論争は、死者を追悼するタハリールについてです。タハリール、というのは、ズィクルの一種で、「（ア



13 

 

 

ッラーを）賞賛する」ということですが、東南アジアのムスリムの間では、誰かが亡くなった時、死後 7 日目に、

タハリールを集団で行う集まりを開催することがあります。死後 100 日目などに開催することもあります。 

日本の仏教でも、初七日や四十九日の法要、というのがあり、よく似ているように見えます。元はインドの習

慣で、ヒンドゥー教でも、一定の日数ごとに死者の供養を行います。 

東南アジアのムスリム社会で行われているタハリールについては、旧集団は、問題ないと主張してきました。

アッラーを讃えること自体は、良いことのはずです。一方、新集団は、タフリールを行うべきでないと主張して

きました。クルアーンやハディースに、そういうことを行いなさいとは書かれていない、という理由です。はっ

きりダメだといえるほどの理由も無いのですが。 

タハリールの風習は、東南アジアにイスラームが伝わる前、ヒンドゥー教や仏教で行われていた風習を、イス

ラームに合わせてアレンジしたとも考えられます。日本社会でイスラームが広まることがあったとして、仏教式

の葬儀や法要を続ける訳にはいかないでしょうが、故人の死後 49 日目に、タハリールの集まりを代わりに行う、

といったことはできるかもしれません。 

次いでよく行われた論争は、タルキーンです。これは、他のムスリムに対して、シャハーダ（信仰告白）を唱

えるように促すことです。死にかけている人にシャハーダを唱えるように促すのは問題ないですが、すでに死ん

でしまっている人に働きかけること、つまり、墓の前などでタルキーンを行うことについては、旧集団は問題な

い、新集団は行ってはならない、と主張してきました。 

他にも、東南アジア特有の論争だと、トカゲを食べてもいいのか、といった論争も旧集団と新集団の間であり

ました。両生類だからハラームだ、というのが旧集団の立場で、新集団はハディースを根拠にハラールである、

という主張をしました。 

次回は、新集団のウラマーにどういう人たちがいたのか具体的に見ていきたいと思います。 

 

（つづく、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―』（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 

 カリフは統治と権力、イスラーム聖法の諸法規の執行におけるウンマ（ムスリム共同体）の代行者である。と

いうのは、イスラームは統治と権力をウンマのものとし、アッラーはウンマに聖法の法規の全てを執行すること

を義務付けられたが、ウンマの代理としてそれを代行する者が、ウンマの代わりを務めるからである。 

 そしてムスリムがカリフを擁立するのであるから、実際には、カリフは、統治と権力、イスラーム聖法の諸法

規の執行におけるウンマの代行者なのである。カリフはウンマが忠誠を誓うことによってしかカリフになること

はできないので、彼のカリフ位に対するその忠誠誓約がカリフをウンマの代行者としてこの忠誠誓約によるカリ

フ位の締結がカリフに権力を付与し、ウンマにカリフへの服従を義務付けるのである。 

 ムスリムの諸事を司る者は、ウンマの中の有力者たち「解き結ぶ者」が、カリフ就任後にイスラーム聖法を執

行するとの条件で、カリフの資格を満たす者を納得して選んだ上でその者とカリフ位締結の忠誠誓約を交わすこ

とによって初めてカリフとなるのである。 

 

称号 

 彼を指す称号は、カリフ（アラビア語の原音では「ハリーファ（khalīfah）」）、イマーム、あるいはアミール・

アル＝ムウミニーン（信徒の司令官）であり、これらの称号は、真正なハディースや預言者ムハンマドの直弟子

たちのコンセンサスの中で用いられており、正統カリフたちはこれらの称号で呼ばれたのである。 

 以下の預言者のハディースに、イスラームにおいて聖法を執行する為政者の称号が述べられているが、それが

カリフ、あるいはイマームなのである。 

 「二人のカリフに忠誠が誓われた場合は、２人のうちの後の方を殺せ」（注１） 

 「イマームに忠誠を誓い、按手し信義を捧げた者は彼に服従せよ」（注２） 

 「お前たちのイマームで最善な者とは、お前たちがその者を愛し、またその者のお前たちを愛し、お前たちが

その者に祝福を祈り、その者もお前たちのために祝福を祈るようなイマームである」（注３） 

 アミール・アル＝ムウミニーン（信徒の司令官）の称号については、最も信頼できるのは、以下の伝承である。 

 

 ウマル・ブン・アブドルアズィーズ（ウマイヤ朝第８代カリフ在位 717―720）がアブー・バクル・スライマ

ーン・ブン・アビー・ハスマに「初代カリフアブー・バクルの治世には、『アッラーの使徒のカリフ（後継者）よ

り・・・』と書簡には書かれており、次いでウマルは初めは『アブー・バクルのカリフ・・・』と書いていた。

それでは誰が最初に『アミール・アル＝ムウミニーン（信徒の司令官）』と書いたのか？」と尋ねた。 
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 そこでアブー・バクル・スライマーン・ブン・アビー・ハスマは答えた。 

 「最初のマッカから亡命した女性信徒の一人であったアル＝シファーゥ（注４）が私に語ったところでは、第

２代カリフウマル・ブン・アル＝ハッターブがイラク総督に自分の許にイラクとその住民について尋ねたいとい

うので二人の強健な使者を送るようにとの書簡を送った。 

 そこでイラク総督はラビード・ブン・ラビーアとアディー・ブン・ハーティムを送った。二人がマディーナに

到達すると二人はラクダをモスクの中庭に停めてモスクに入ったが、そこでアムル・ブン・アル＝アースに出会

ったので、『アムルよ、アミール・アル＝ムウミニーン（信徒の司令官）に取り次いでください』と言った。 

 アムルは『お前たちは、彼の名称を正しく呼んだ。まさに彼は〈司令官（アミール）〉で、我々は〈信徒（ムウ

ミニーン）〉だ。』と言い、ウマルの許に駆けつけ、『貴方に平安あれ、アミール・アル＝ムウミニーン（信徒の司

令官）よ。』と呼びかけた。 

 そこでウマルは尋ねた『イブン・アル＝アースよ、私の名前は何か？我が主にかけて、お前の言ったことを説

明せよ』 

 アムルは答えた。「ラビード・ブン・ラビーアとアディー・ブン・ハーティムがマディーナにやって来てラクダ

をモスクの中庭に停めて私のところにやって来て、『アムルよ、アミール・アル＝ムウミニーン（信徒の司令官）

に取り次いでください』と私に頼んだのです。アッラーにかけて、彼らは、あなたの名称を正しく呼びました。

まさに私たちは『信徒（ムウミヌーン）』であなたは私たちの『司令官（アミール）』ですから。 

（アブー・バクル・スライマーン・ブン・アビー・ハマスは）続けて言った。「その時から彼は書簡にそう署名す

るようになりました。」（注５） 

 こうして預言者の直弟子たちの時代、およびその後も、カリフをその称号「アミール・アル＝ムウミニーン（信

徒の司令官）」で呼ぶことが定着したのである。 

 

（注１）ムスリムが収録するアブー・サイード・アル＝フドリーの伝えるハディース。 

（注２）ムスリムが収録するアブドゥッラー・アムル・ブン＝アースの伝えるハディース。 

（注３）ムスリムが伝えるアウフ・ブン・マーリクの伝えるハディース。 

（注４）アル＝シャファーゥはアブー・バクル・スライマーン・ブン・アビー・ハマスの祖母であった。 

（注５）アル＝ハーキム（ハディース学者、1013 年没）が『正されたもの（al-Mustadrak）』に収録している

イブン・シハーブ・アル＝ズフリー（ハディース学者、742 年没）の伝えるハディースであり、アル＝ザハビー

（ハディース学者、1348 年没）が真正な伝承と認め、アル＝タバラーニー（ハディース学者、971 年没）が収

め、アル＝ハイサミー（シャーフィイー派法学者・ハディース学者、1566 年没）がその伝承者たちは真正な伝

承者であると判定しているハディースである。 

（続く、インシャーアッラー） 

👞 👞 👞 👞 

↓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/） 



16 

 

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 

９．アッラーの聖典  

 

 アッラーはちがった時代に預言者たちを遣わされました。 

これらの預言者たちはアッラーの御名において語りました。 

預言者たちはこの地上でどのように生きるべきかを教えました。 

アッラーはこれらの預言者たちに聖典をお与えになりました。 

これらの聖典は神聖なものです。 

本当のムスリムはすべてのアッラーの聖典を信じます。 

クルアーンは、アッラーが預言者イブラーヒーム（アライヒッサラーム）に「ザブール（詩編）」をお与えになっ

たことを伝えています。 

 アッラーは預言者ムーサ―（アライヒッサラーム）に「タウラー（トーラー）」をお与えになりました。 

 アッラーは預言者イーサー（アライヒッサラーム）に「インジール（福音書）」をお与えになりました。 

 アッラーはわたしたちの預言者ムハンマド（サッラッラーフ アライヒ ワサッラム）に「クルアーン」をお

与えになりました。 

 彼は最後の預言者です。 

 ですから、クルアーンは従うべき最後の聖典です。 

 一方、クルアーンが下される前に、これらの聖典のほとんどが失われました。 

 いくつかの聖典は忘れられてしまいました。 

 啓示の一部を隠してしまった人々もいました。 

 聖典に変更を加えた人々もいました。 

 しかし、クルアーンは完全です。 

 クルアーンのすべての言葉はアッラーの言葉です。 

 そこにはどんな変更もなされませんでした。 

 失われた部分はまったくありません。 

 なにかが付け加えられことも決してありません。 

クルアーンは最も偉大な聖典です。 

それは間違いから正しいことを見分ける基準です。 

それは本当のことと本当でないことを区別します。 

それは毎日の生活のための一切のきまりを与えています。 

アッラーは、わたしたちがこの世でどのように生きるべきかを、 

たった一度だけその中で示されたのです。 
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作業 

 A.下から合うものを選んで文を完成しなさい。 

１．預言者たちは人々に           を教えました。 

２．本当のムスリムは         を信じます。 

３．アッラーは「スフフ」を          にお与えになりました。 

４．アッラーは「ザブール」を         にお与えになりました。 

５．アッラーは「タウラー」を         にお与えになりました。 

６．アッラーは「クルアーン」を         をお与えになりました 

 

アッラーの聖典すべて  この世でどのように生きればよいか 

預言者ダーウード  預言者ムハンマド  預言者ムーサ― 預言者イブラーヒーム 

 

 

B.クルアーンの前に与えられた聖典はどうなりましたか。 

 

 

C.正しい文に〇、間違っている文に✕をつけなさい。 

１．クルアーンは完全です。 

２．クルアーンのすべての言葉がアッラーの言葉というわけではありません。 

３．クルアーンは生活の一切のきまりを与えています。 

４．クルアーンは最も偉大な聖典です。 

 

👞 👞 👞 👞 👞 

📚 おすすめ読み物 

 

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

 今月の気になる文章はこちら。 

１１ 神さまの命令を守ること（４３頁から） 

 いっぽう、私たちの心が神さまの元を離れ、私たちじしんの元にあると、私たちはじぶんの弱さやみにくさに

引きずられて、まちがったことをしやすくなります。神さまが迷わそうと望んだ者は、じぶんじしんに頼り、じ

ぶんのせいで道をふみはずしていくのです。 

 

 私があっちにもこっちにもいるみたいですね。いったい、何かを決定する「私」なんてものがあるのでしょう

か。私の心と私自身は別々のところにあるようですが、いったい「私」はどこにあるのでしょう。「じぶん」の

ところに、「じぶん」があると、大切なことが見えなくなるそうですが、私が本当に大切な神さまのことを忘れ

たとしても、迷った道をぐるぐる迷ったとしても、神さまは私を忘れることはけっしてありません。砂漠で迷っ

たら北極星を目印にするように、いろいろ不安になったり、道を探しあぐねているときは、神さまのことを思い

だしたらいいでしょう。 
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お手紙 

 

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） 

  

 みなさんお元気でいらっしゃいますか。寝る時にかける毛布が一枚一枚すくなくなり、朝晩がずいぶん暖かく

なりましたね。そして、新しい命を芽吹かせるため花粉が飛び舞い、鳥は子育てを始める準備か朝から忙しそう

にピーチク話をしながら巣を作る仕事をしています。  

このところ、アクションドラマをよく鑑賞します。といっても主に中国ドラマです。私には、シラットという

武術をやっている友人がいて、その友人は珍しくシラットという東南アジアに広がっている武術をインドネシア

人の先生について習った人でした。私はそれまで武術なんてしたこともなかったし、せっかくそんな貴重な経験

をもつ友人がいるなら、シラットをやってみたいと思い、友人に教えてくれるよう頼んだところ、教えてもらえ

ることになりました。一週間に一度、２時間くらい、公民館で、約１年くらいならいました。残念ながら、その

後、遠くに引っ越しを私がしたために、練習はそれで終わりになりました。さて、武術の練習はしなくなったも

のの、それまでまったくといってみたことのなかったカンフーなどのアクション映画を見ることが好きになりま

した。自分で実際に体を動かして武術をしてみると、まったくもって思うように足も手も動かきません。先生の

動きは美しく動いているのに、同じように動こうとしても腕が同じように前に伸びません。そもそも、動く前に

取る姿勢でさえもきちんととれません。ダンスを踊るのと同じように脚のステップさえも満足に覚えられません。

武術をやりこんだ人は、簡単にやっているのに、私にはまったくできません。ただただ感嘆するほかありません。

そういうことで、武術をやっているアクション映画がとたんに興味深く、面白みを感じるようになった所以です。

カイイム山本先生が集英社の HP などで、イスラームと武術の関連について話されていましたが、内面を綺麗に

するための訓練として、アクションドラマを見ていると、イスラームにおける精神の浄化とよく似ているし、イ

スラームの先生と弟子の関係性なんかを考える上でも参考になりました。 

 山本先生のお話は下記のＨＰから読むことが出来ますので、ぜひ一度読んでみてください。 

“Why Should We Study the East Asian Islamic Tradition?” 

https://traversingtradition.com/2022/03/02/why-should-we-study-the-east-asian-islamic-tradition/ 

武術の心（「スーフィズム入門」１３回） 

https://shinsho-plus.shueisha.co.jp/column/sufism/15686 

 もうすぐすぐラマダーンですね。この季節は喉が渇くことはあまり心配ではありませんが、寝る時間がとれる

かどうかが気になります。冬から春の季節の変わり目だからか、ラマダーン月の睡眠が心配だから、土日特にこ

どもの弁当を作る用事がない曜日は、早朝の礼拝を終えて二度寝すると長く眠ってしまって、なかなか布団から

でることができません。ラマダーン月に、アッラーが、困っているひとたちに恵みを多く垂れ給いますように。 

 ではみなさんよいラマダーン月をお迎えください。 

 ワアライクムッサラームワバラカートフ（みなさんにアッラーの平安と恩寵がありますように） 

アーリファ 


