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はじめにはじめにはじめにはじめに    全ての讃美はアッラーにこそ属します。私たちはアッラーを讃美し、かれにこそご援助を求め、お赦しを請い、私たち自身の悪と悪行からのご加護を求めます。アッラーがお導きになられる者は決して迷うことなく、またアッラーが迷わせられる者は決して導かれることはありません。私は、唯一の並ぶもの無きお方アッラー以外に真に崇拝すべきものは無く、ムハンマド（アッラーよ、彼と彼の一族、教友たち、そして審判の日まで彼らによく従った者たちに祝福と平安を与えたまえ）がアッラーのしもべであり使徒であることを証言します。 さて本書は拙著『クルアーンとスンナに則ったズィクルとドアーと魔除けによる治療』①のズィクルの部を、旅行中にも携帯しやすいように要約したものです。またズィクルの本文も短縮し、その出典においても 1、2冊の文献を挙げるだけに留めました。ですから伝承した教友や出典の詳細を知りたい方は、自分で原典に立ち返る必要があります。 
                                         ① 訳者注：「ズィクル」とは一般にアッラーの唱念、「ドアー」とはアッラーに対する祈願を示します。 
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私はその美名及び崇高な属性において、本書編纂が高貴なるアッラーのために捧げられたものとなり、私の人生と死後において私自身を始め、読者各位や出版関係者たち、及び本書普及に携わった方々を益することを、至高のアッラーに祈ります。そして唯一無二のアッラーこそがこの件に関しての援助者であられ、その実現を可能にされたお方であられます。アッラーよ、私たちの預言者ムハンマドと彼の一族、教友たち、そして審判の日まで彼らによく従った者たちに祝福と平安を与えたまえ。 
 

 ヒジュラ暦 1409年サファル月 筆者 
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訳者序文訳者序文訳者序文訳者序文     全ての賞賛は万有の主アッラーにあり。そして預言者ムハンマドとその一族と教友、そして審判の日まで彼らによく従った者たちにアッラーからの平安と祝福あれ。  サイード・アル＝カハターニー師の編纂されたこのドアー・ズィクル集は、ムスリムの毎日の生活に必要不可欠なドアーやズィクルの数々を簡潔に、そして携帯しやすいようにポケットサイズにまとめた小冊子です。その規模の小ささながら、世界中のムスリム一般から好評を博し、現在まで様々な言語に翻訳されてきました。  さて今回この本を日本語訳するにあたっては、幅広い購読層を想定し、基本的な宗教用語や意味が不明瞭に捉えられがちな箇所に関して、可能な限り注釈を施しました。また、原本では著者が引用したハディース（預言者の言行録）の出典箇所が提示されていますが、この邦訳に関してはクルアーン以外の出典箇所は省略しました。それゆえハディースの出
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典先を御存知になりたい方は、本書の原本や英語版などを照らし合わせて参照して頂く必要があります。 また、アラビア語のズィクル・ドアーの本文にはカナ表記を付記しましたが、そもそもアラビア語には日本語に存在しない子音が数多く存在し、忠実な音訳は不可能です。例えば「ア」行はアラビア語の「أ」「ع」の 2 音を兼ねて表すようにし、「ハ」行に関しては「ح」「خ」「�」の 3音を兼ねて表記しています。ゆえにカナ表記は飽くまで発音の大まかな目安とし、可能な限り原語であるアラビア語に親しんで頂くことをお願い申し上げます。 またアラビア語では基本的に、文の最後や区切り目にある母音は発音しません。例を挙げれば：「バーラカッラーフ ラカ、ワ・・・」という文を途中で切る場合、「バーラカッラーフ ラク。ワ・・・」となります。また同様に「サーイムン、インニー」という場合も「サーイム。インニー」となります。この辺の法則は少々複雑なので、可能な限りカナ表記の句読点に忠実に読んで頂くことをお勧めします
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（尚クルアーンの音訳においては「＊」マークが休止点を表しています）。その他「ラフ。（アラビア語の「�」）」の休止発音なども独特の音なので、出来ればネイティヴの方に発音してもらうなどして確認して頂くようお願い申し上げます。 
 ヒジュラ暦 1428年シャアバーンシャアバーンシャアバーンシャアバーン月 

2007年 8月 翻訳者 
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ズィクルのズィクルのズィクルのズィクルの徳徳徳徳    
  至高のアッラーは仰せられた。 

�  ��� �� �� 	
�� � �� �� 	�� �� �
 	�� �� 	� �� 	� �� 	��� ��� �� �� 	�� �� � � 「だからわれを想念（ズィクル）せよ。そうすればわれもあなた方を御心に留めおくであろう。われに感謝し、恩を忘れてはならない。」【 雌牛章：152】  
�  �� ��� ��� ��  !� �� "#�� � �� $�%�& �� $�� 	��� � '� �� �� �� 	�� �( �  � 「あなた方信者よ、アッラーをよく唱念（ズィクル）せよ。」【部族連合章：41】 

�  $)*�+ �, $�� 	-�� �� $. �� �� 	/  � �� �0 � '�  1 �,�� �2� �����  �!� �� $�%�& �� � '� ��� �����  �!� ��� � 「アッラーを多く唱念（ズィクル）する男と女、これらの者のためにアッラーは彼らの罪の赦しと、この上ない報奨をご準備なされた。」【部族連合章：35】 

�  3� �14 �/ 	!��5 �6 	(4 �7 	!� ��4 �� ��4 	8� 	9� ����: �� $;4 ��* �< �� $�, " �=�� �> �? 	��@ �A �> 5  B � �� 	�� ��
 �C�D��� �/ 	!� �� 3� � �
�� � �� �6� �EF� �� �  � 「またあなたは朝夕に魂を込めて謙虚に、畏れ謹んで、声をひそめながらあなたの主を唱念（ズィクル）せよ。そして（主の恩恵を）おろそかにする輩の仲間となってはならない。」【高壁章：205】 
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預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）①は言った。 「主を念じる者と念じない者との差は、あたかも生者と死人のそれのようである。」 また預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。 「支配者のもとで最も優れかつ清らかで、最もあなた方の位階を上げ、また金貨や紙幣を施すことよりも更に優れ、更には敵と遭遇してあなた方が彼らの首を討ち、彼らがあなた方の首を討つこと以上に優れた行為を教えてやろうか？」教友たちは「ぜひとも。」と答えた。預言者は言った。「至高のアッラーを念じることだ。」そしてこう言った。「至高のアッラーはこう仰せられている：『われはしもべがわれを思うその思いの通りにあり②、彼らがわれを念じれば
                                         ① 訳者注：預言者ムハンマドの名が言及された時に彼に祝福と平安を祈願するのは、155頁の「預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）のために祈願することの徳」章で触れられている通り、徳の多い行いです。アラビア語では「サッラッラーフ アライヒ ワ サッラム」と言い、これが最も一般な預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）への祈願の仕方です。 ② 訳者注：例えば何らかのイバーダ（崇拝行為）を行った上で、アッラーがそれに報奨を与えて下さるということを有望に考える者は、アッラーがその通りに叶えて下さります。一方それに懐疑的な者は、アッ
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彼とともにある。もし彼がわれを彼自身の中で念じれば、われも自分自身の中で彼を念じる。もし彼が集団でわれを念じるのであれば、われは彼らよりよい一団（天使たち）において彼を念じる。もし彼がわれに手のひら分だけ近付けばわれは片腕分だけ近付くだろう。そしてもしわれに片腕分だけ近付けば、われは両腕分だけ近付くだろう。もし彼がわれへと歩いてきたらわれは彼へと走っていくだろう。』」 アブドッラー ブン ブスル（彼にアッラーのご満悦あれ）はこう伝えている。 「ある男が言った。『アッラーの御使いよ、イスラームの制約は私にとって多すぎます。ですから私が遵守できる範囲のことを教えて下さい。』すると預言者は言った。『あなたの舌を、アッラーの唱念でもって乾かさないようにしなさい。』」     預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。 「クルアーンを読んだ者は、一つの善行を行ったと
                                         ラーもそれ相応のものをもって応じられます。預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は仰られました：「アッラーに対して希望的な観測をもつことなしには、この世を去ってはならない。」（サヒーフ・ムスリム） 
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される。そして一つの善行にはその 10倍の報奨がある。『アリフ ラーム ミーム』は一文字ではなく、アリフで一文字、ラームで一文字、ミームで一文字なのである。」 ウクバ ブン アーミル（彼にアッラーのご満悦あれ）は言った。 「私たちが軒下にいると、アッラーの御使い（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）が出てきて言った。『毎朝ブトゥハーンやアル＝アキーク①に出かけていって、そこから罪を犯すでもなく親類関係を切るでもなしに、大きなコブの 2 頭の雌駱駝を得て戻って来たい者はいるか？』そこで私たちはこう言った。『アッラーの使徒よ、私たちはそれを望みます。』すると預言者は言った。『あなた方のある者は朝モスクへ行き、学ぶのではないのか？またはクルアーンの 2 節を読むのではないのか？それらの方がその者にとって、2 頭の雌駱駝よりも優れた物なのだ。3 節は 3頭より優れ、4節は 4頭より優れ、（そして彼の読んだ）節と同数の駱駝より優れている。』」 また預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は
                                         ① どちらもマディーナ近郊の渓谷の名称。 
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言った。 「アッラーが唱念されなかった場所に座った者はアッラーからのお怒りを受け、アッラーが唱念されなかった場所に横たわった者はアッラーからのお咎めを受ける。」 また預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）はこうも言った。 「アッラーを念唱しない所に座り、預言者への祈願をしなかった者たちは、アッラーからのお咎めを受ける。もしアッラーが望めば彼らを罰し、あるいは彼らを赦すのである。」 また預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。 「アッラーを念唱せずに集まりの場から立ち上がる者たちは、ロバの屍（つまり無益なこと）から立ち上がることと同じである。それは彼らにとって損失である。」 
1111．．．．目覚目覚目覚目覚めのズィクルめのズィクルめのズィクルめのズィクル 

G−II �B( �J"�!� �K	* �!�L �� ��� ��� ���� � �� �1 	M �5 ��@��* 	N�� O ��  !� �P�' �1 	Q�R�SS � アルハムドゥリッラーヒッラズィアルハムドゥリッラーヒッラズィアルハムドゥリッラーヒッラズィアルハムドゥリッラーヒッラズィーーーー    アハヤーナーアハヤーナーアハヤーナーアハヤーナー バァダバァダバァダバァダ    マーマーマーマー    アマータナーアマータナーアマータナーアマータナー    ワワワワ    イライヒンヌシイライヒンヌシイライヒンヌシイライヒンヌシ
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ュールュールュールュール。。。。    「私たちを死なせた後に生き返らせ、また死後、かれの御許に私たちを復活させるお方アッラーに称えあれ。」 
2−II 3T4 �� �U4 �, �( �V �� , �1 	Q� 	R� �K �! �� �>	D�	X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� PF�L �K!�L 

 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ � �K!�L � , ��' �1 	Q� 	R�� ,�'� ��� �̀ 	a �b �6 	(4 �N � � �c4 	��� �'�� , �'�  �L
 �� 	� �� 	d� 3e �B , ��*�+ �M 	!� 3 �f �M 	!� �'��5  �L �.  ( �\ �SS � ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ、、、、ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。スブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラー。。。。ワルハムドゥリッラワルハムドゥリッラワルハムドゥリッラワルハムドゥリッラーーーー。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー。。。。ワッラーワッラーワッラーワッラーフフフフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウクウクウクウワタワタワタワタ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビッラーヒルアリーイルアズィービッラーヒルアリーイルアズィービッラーヒルアリーイルアズィービッラーヒルアリーイルアズィームムムム。。。。ラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィル    リーリーリーリー。。。。 「唯一で並ぶもの無きお方アッラー以外に真に崇拝すべきものはありません。主権と讃美はかれのもので、かれは全能です。アッラーに称えあれ。全ての讃美はアッラーにあります。アッラー以外に真に崇拝すべきものは無く、アッラーは偉大で、至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもあ



 17

りません。主よ私をお赦し下さい。」 
g− II  �f44 �,  : �B� , O �144 �? �- �A ���44��� �, O ��44  !� ��' �144 	Q� 	R�� �� ������� ,h44 �N� �B 

 �Z �� 	� ���5 SS� アルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィー    アーファーニアーファーニアーファーニアーファーニーーーー    フィーフィーフィーフィー    ジャサディージャサディージャサディージャサディー。。。。ワワワワ    ラッダラッダラッダラッダ    アライヤアライヤアライヤアライヤ    ルーヒールーヒールーヒールーヒー。。。。ワワワワ    アズィナアズィナアズィナアズィナ    リーリーリーリー    ビズィクリヒビズィクリヒビズィクリヒビズィクリヒ。。。。    「私の体を守り、私の魂を私に戻し、かれの唱念の仕方を教えたアッラーに称えあれ。」 
i−� �� 	�� 3j ]2�4 ��F �B� �8 �!� �� �T	*  D!� �k�l�m 	<� �� �n 	B�j� �� �2� �� �)  ?!� �o	D �< �A  ��L

 �a 	!j� �e� *  �A ��� ��4  
 ���m �� �� 	�� �q(4�� �- � �U4 �, �� � $:(4 �M �\ �� �4 $���*�\ �P'� ��� �� �� 	� �� ��� ��  !�
 �e� ��4 �, �4�� �7 �� �>�@� �̀ 	a4 �b $l�r��5 �� �V �s 	7�D �< � �� ���  5 �B �n 	B�j� �� �2� �� �)  ?!� �o	D �<

 �B� �!�* 	� �t 	<�� 	1 �7 �� �B� �!� �T �< 	1�� � �� �> @�L ���  5 �B ]B� �u@�� 	� �� �C��X� +D�! � �� �� �K�m* ���  @�L ���  5  B
 	�4 3� �� �� ��� �5(�@ �� ��� �! 	� �� 	d��� ���  5 �B � � ��v �� 	� �
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� ��  !� ��"D �7 �� �> @  � �/ �� �:�l�a 	!� �A 	�� �� �� �� ��* ��	y4�5 �� �� �4 �8 �- 	� �V� ��	�4 ��  � �� [T*�D �\ [���m ��
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 �:� �8� 	X�* � �8*�� ��� �1�!� �< �B�� 	��j� � �8�m 	 �� � �� O �� 	 �� [2� � �- 	�� �0 	��  q �B 	� 	( �7  �� ��� ��  !� ���
 �!
 ��3! [ 	% �< �P'� �1� �, � �� �� �P'� �1� �, 	� 3� $ �t�@ �B� �� 	5* �� �� 	�4 �� �4��X �e��m�
 	!� �T 	V�� 	� ��  ��L ��

 �4$� �Q�� �P'� �2�4 ��v�5 ��� � �� 	J�� � �P�' �C�M ��� �< 	� �8	* �!�L �6 �t@�� v �� �� 	� �
	* �!�L �6 �t@�� � �� �� �P'��5
�4 �? �	R� �x� � �� �P'�  ��L 	�� 3q �B �1� �, 	� �V �� 	-�� 	�� �0 �>�y4 �! 	��� $l*�D �\ �e* ��� ��4  !� �4� "#�� �4 ��

 ��( �̀ �D 	� �� 	� �
 D �M �! �P'� 	�( �7  �� �� 	�(���5� �B �� 	�� ���5� �E �� 	�� � �c 	E� 	�(�� ����� インナインナインナインナ    フィーフィーフィーフィー    ハルキッサマーワーティハルキッサマーワーティハルキッサマーワーティハルキッサマーワーティ    ワルアワルアワルアワルアルディルディルディルディ    ワフティラーフィッライリワフティラーフィッライリワフティラーフィッライリワフティラーフィッライリ    ワンナハーリワンナハーリワンナハーリワンナハーリ    ララララ    アーヤーティッリアーヤーティッリアーヤーティッリアーヤーティッリ    ウリルアルバーブウリルアルバーブウリルアルバーブウリルアルバーブ＊＊＊＊アッラアッラアッラアッラズィーナズィーナズィーナズィーナ    ヤズクルーナッラーハヤズクルーナッラーハヤズクルーナッラーハヤズクルーナッラーハ    キヤーマンキヤーマンキヤーマンキヤーマン    ワワワワ    クウーダンクウーダンクウーダンクウーダン    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    ジュヌービヒムジュヌービヒムジュヌービヒムジュヌービヒム    ワワワワ    ヤヤヤヤタファッカルーナタファッカルーナタファッカルーナタファッカルーナ    フィーフィーフィーフィー    ハルキッサマーワーハルキッサマーワーハルキッサマーワーハルキッサマーワーテテテティィィィ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    マーマーマーマー    ハラクタハラクタハラクタハラクタ    ハーザーハーザーハーザーハーザー    バーティランバーティランバーティランバーティラン    スブハーナカスブハーナカスブハーナカスブハーナカ    ファキナファキナファキナファキナーーーー    アザーバンナールアザーバンナールアザーバンナールアザーバンナール＊＊＊＊ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    インナカインナカインナカインナカ    ママママンンンン    トゥドゥヒリンナーラトゥドゥヒリンナーラトゥドゥヒリンナーラトゥドゥヒリンナーラ    ファカドファカドファカドファカド    アハザイタアハザイタアハザイタアハザイタフフフフ    ワワワワ    マーマーマーマー    リッザーリミーナリッザーリミーナリッザーリミーナリッザーリミーナ    ミンミンミンミン    アンサーアンサーアンサーアンサールルルル＊＊＊＊ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    インナナーインナナーインナナーインナナー    サミァナーサミァナーサミァナーサミァナー    ムナームナームナームナーディヤンディヤンディヤンディヤン    ユナーディーユナーディーユナーディーユナーディー    リルイーマーニリルイーマーニリルイーマーニリルイーマーニ    アンアンアンアン    アーミヌーアーミヌーアーミヌーアーミヌー    ビラッビクムビラッビクムビラッビクムビラッビクム    ファファファファ    アーマンナーアーマンナーアーマンナーアーマンナー    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    ラナーラナーラナーラナー    ズヌーバナーズヌーバナーズヌーバナーズヌーバナー    
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ワワワワ    カッフィルカッフィルカッフィルカッフィル    アンナーアンナーアンナーアンナー    サイイアーティナーサイイアーティナーサイイアーティナーサイイアーティナー    ワワワワ    タワッファナータワッファナータワッファナータワッファナー    マアルアブラールマアルアブラールマアルアブラールマアルアブラール    ＊＊＊＊ラッバラッバラッバラッバナナナナーーーー    ワワワワ    アーティナーアーティナーアーティナーアーティナー    マーマーマーマー    ワアッタナーワアッタナーワアッタナーワアッタナー    アアアアラーラーラーラー    ルスリカルスリカルスリカルスリカ    ワワワワ    ラーラーラーラー    トゥフズィナートゥフズィナートゥフズィナートゥフズィナー    ヤウヤウヤウヤウマルキヤーマティマルキヤーマティマルキヤーマティマルキヤーマティ    インナカインナカインナカインナカ    ラーラーラーラー    トゥフリフルトゥフリフルトゥフリフルトゥフリフルミーアードゥミーアードゥミーアードゥミーアードゥ＊＊＊＊ファスタジャーバファスタジャーバファスタジャーバファスタジャーバ    ラフムラフムラフムラフム    ラッブラッブラッブラッブフムフムフムフム    アンニーアンニーアンニーアンニー    ラーラーラーラー    ウディーウウディーウウディーウウディーウ    アマラアマラアマラアマラ    アーアーアーアーミリンミリンミリンミリン    ミンクムミンクムミンクムミンクム    ミンミンミンミン    ザカリンザカリンザカリンザカリン    アウアウアウアウ    ウンサウンサウンサウンサーーーー    バァドゥクムバァドゥクムバァドゥクムバァドゥクム    ミンミンミンミン    バァディンバァディンバァディンバァディン    ファッラズファッラズファッラズファッラズィーナィーナィーナィーナ    ハージャルーハージャルーハージャルーハージャルー    ワワワワ    ウフリジューウフリジューウフリジューウフリジュー    ミンミンミンミン    ディヤーリヒムディヤーリヒムディヤーリヒムディヤーリヒム    ワワワワ    ウーズーウーズーウーズーウーズー    フィーフィーフィーフィー    サビーリサビーリサビーリサビーリーーーー    ワワワワ    カータルーカータルーカータルーカータルー    ワワワワ    クティルークティルークティルークティルー    ララララ    ウカッウカッウカッウカッフィランナフィランナフィランナフィランナ    アンフムアンフムアンフムアンフム    サイイアーティヒムサイイアーティヒムサイイアーティヒムサイイアーティヒム    ワワワワ    ララララ    ウドウドウドウドゥヒランナフムゥヒランナフムゥヒランナフムゥヒランナフム    ジャンナーティンジャンナーティンジャンナーティンジャンナーティン    タジタジタジタジュリーュリーュリーュリー    ミンミンミンミン    タハティハルアンハールタハティハルアンハールタハティハルアンハールタハティハルアンハール    サワーバサワーバサワーバサワーバンンンン    ミンミンミンミン    インディッラーヒインディッラーヒインディッラーヒインディッラーヒ    ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    インダインダインダインダフフフフ    フスヌッサワーブフスヌッサワーブフスヌッサワーブフスヌッサワーブ＊＊＊＊ラーラーラーラー    ヤグッランナカヤグッランナカヤグッランナカヤグッランナカ    タタタタカッルブッラズィーナカッルブッラズィーナカッルブッラズィーナカッルブッラズィーナ    カファルーカファルーカファルーカファルー    フィルビラーフィルビラーフィルビラーフィルビラードゥドゥドゥドゥ＊＊＊＊マターウンマターウンマターウンマターウン    カリールンカリールンカリールンカリールン    スンマスンマスンマスンマ    マアワーマアワーマアワーマアワーフムフムフムフム    ジャハンナムジャハンナムジャハンナムジャハンナム    ワワワワ    ビイサルミハードゥビイサルミハードゥビイサルミハードゥビイサルミハードゥ＊＊＊＊ララララーキニッラズィーナッタカウーキニッラズィーナッタカウーキニッラズィーナッタカウーキニッラズィーナッタカウ    ラッバフムラッバフムラッバフムラッバフム    ラフムラフムラフムラフム    
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ジャンナートゥンジャンナートゥンジャンナートゥンジャンナートゥン    タジュリータジュリータジュリータジュリー    ミンミンミンミン    タハティハタハティハタハティハタハティハルアンハールルアンハールルアンハールルアンハール    ハーリディーナハーリディーナハーリディーナハーリディーナ    フィーハーフィーハーフィーハーフィーハー    ヌズヌズヌズヌズランランランラン    ミンミンミンミン    インディッラーヒインディッラーヒインディッラーヒインディッラーヒ    ワワワワ    マーマーマーマー    インダインダインダインダッラーヒッラーヒッラーヒッラーヒ    ハハハハイルッリルアブラールイルッリルアブラールイルッリルアブラールイルッリルアブラール＊＊＊＊ワワワワ    インナインナインナインナ    ミンミンミンミン    アハリルキタービアハリルキタービアハリルキタービアハリルキタービ    ラマンラマンラマンラマン    ユウミヌユウミヌユウミヌユウミヌ    ビッビッビッビッラーヒラーヒラーヒラーヒ    ワワワワ    マーマーマーマー    ウンズィラウンズィラウンズィラウンズィラ    イライクムイライクムイライクムイライクム    ワワワワ    マーマーマーマー    ウンズィラウンズィラウンズィラウンズィラ    イライヒムイライヒムイライヒムイライヒム    ハーシイーナハーシイーナハーシイーナハーシイーナ    リリリリッラーヒッラーヒッラーヒッラーヒ    ラーラーラーラー    ヤシュタルーナヤシュタルーナヤシュタルーナヤシュタルーナ    ビビビビ    アーヤーテアーヤーテアーヤーテアーヤーティッラーヒィッラーヒィッラーヒィッラーヒ    サマナンサマナンサマナンサマナン    カリーランカリーランカリーランカリーラン    ウラーイカウラーイカウラーイカウラーイカ    ラフムラフムラフムラフム    アジュルフムアジュルフムアジュルフムアジュルフム    インダインダインダインダ    ラッビヒムラッビヒムラッビヒムラッビヒム    インインインインナッラーハナッラーハナッラーハナッラーハ    サリーウルヒサーブサリーウルヒサーブサリーウルヒサーブサリーウルヒサーブ＊＊＊＊ヤーヤーヤーヤー    アイユハアイユハアイユハアイユハッラズィーナッラズィーナッラズィーナッラズィーナ    アーマヌスビルーアーマヌスビルーアーマヌスビルーアーマヌスビルー    ワワワワ    サービルーサービルーサービルーサービルー    ワワワワ    ラービトゥーラービトゥーラービトゥーラービトゥー    ワッタクッラーハワッタクッラーハワッタクッラーハワッタクッラーハ    ラアッラクラアッラクラアッラクラアッラクムムムム    トゥフリフーントゥフリフーントゥフリフーントゥフリフーン。。。。    「本当に天と地の創造、また夜と昼の交替の中には、思慮ある者への印がある。（彼らは）立ち、または座り、または横たわって（不断に）アッラーを唱念する者たち。そして天と地の創造に就いて考える者たち。彼らは言う。『主よ、あなたはいたずらにこれらを御創りになったのではないのです。あなたの栄光を讃えます。業火の懲罰から私たちを救って下さい。
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主よ、本当にあなたは業火に投げ込まれた者を、必ず屈辱で覆われます。不正の徒には援助者はないのです。主よ、本当に私たちは《あなたがたの主を信仰しなさい。》と信仰に呼ぶ者の呼び声を聞いて、信仰に入りました。主よ、私たちの罪を赦し、私たちの罪業を抹消し、信仰の達成者たちと一緒にあなたに召して下さい。主よ、あなたの使徒たちによって私たちに約束されたものを授け、また審判の日には屈辱から救って下さい。本当にあなたは、決して約束を反故になさいません。』主は彼ら（の祈り）を聞き入れられ、仰せられた。『本当にわれは、男であろうと女であろうと、あなた方の成した行いを徒労にすることはないであろう。あなた方は互いに同士である。それで移住した者、故郷から追放された者、わが道のために迫害され、また奮戦して殺害された者は、われが彼らの全ての罪業を抹消して、川がその下を流れる楽園に入らせよう。』これはアッラーの御許からの報奨である。アッラーの御許にこそ、最も優れた報奨がある。あなたは、不信者が地上でのさばりはびこっていることに惑わされてはならない。これは片時の歓楽であるが、やがて地獄が彼らの住
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まいとなろう。それは何と悪い臥床であろうか。だが主を畏れる者には、川がその下を流れる楽園があり、彼らは永遠にその中に住むであろう。これはアッラーの御許からの歓待である。アッラーの御許にあるものこそは、敬虔な者にとって最良のものである。しかし啓典の民の中にもアッラーを信仰し、あなた方に下されたものと彼らに下されたものを信じてアッラーに謙虚に仕え、僅かな代価で啓示を売ったりしない者がいる。これらの者には、アッラーの御許で報奨があろう。本当にアッラーは清算に迅速であられる。あなた方信仰する者よ、耐え忍ぶのだ。忍耐し、敵の前に堅固であれ。そしてアッラーを畏れよ。そうすればあなた方は成功するであろう。」【イムラーン家章：190～200 】 
2222．．．．着衣時着衣時着衣時着衣時のドアーのドアーのドアーのドアー    

�−II� �� �V ��� �? �� O ��  !� �' �1 	Q	R�I �e( &!�S �K*��\ �� �B ��   �� h43� �� ]6 	(4 �N� 	%4 �d 	� ��
 ].  ( �\SS � 

 アルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィー    カサーニーカサーニーカサーニーカサーニー    ハーザハーザハーザハーザ（（（（ッサウバッサウバッサウバッサウバ））））    ワワワワ    ラザカニーヒラザカニーヒラザカニーヒラザカニーヒ    ミンミンミンミン    ガガガガイリイリイリイリ    ハウリンハウリンハウリンハウリン    ミンニーミンニーミンニーミンニー    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワクウワクウワクウワ。。。。    「無力な私にこの服を着させ、恵み与えて下さった
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アッラーに讃えあれ。」 
3333．．．．新新新新しいしいしいしい服服服服をををを着着着着たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    

�−II  � �8 D!�  ��4 �E �4 �� �% �< �� �Z �% �< 	� �� �>�!�� 	b�� , �K*��� 	( �? �� �s	@�� �1 	Q� 	R� �>�! K4 �! �x
� K �! �x�� �E � �� 3 �Y ��� Z 3 �Y 	� �� �>�5 ��( �,�� ��SS � アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ    アンタアンタアンタアンタ    カサウカサウカサウカサウタニーヒタニーヒタニーヒタニーヒ    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ミンミンミンミン    ハイリヒハイリヒハイリヒハイリヒ    ワワワワ    ハイハイハイハイリリリリ    マーマーマーマー    スニアスニアスニアスニア    ラフラフラフラフ。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミミミミンンンン    シャッリヒシャッリヒシャッリヒシャッリヒ    ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    スニアスニアスニアスニア    ララララフフフフ。。。。    「アッラーよ、全ての讃美はあなたにこそあれ。あなたこそが私にそれを着せて下さいました。そこにある良きものと、それによって得られる良きものを与えて下さいますように。そしてあなたにそこにある悪しきものと、それによって得られる悪しきものからのご加護を求めます。①」 

4444．．．．新新新新しいしいしいしい服服服服をををを着着着着たたたた人人人人へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー    
�−II  ��� �M �� �'� �|�D	 �� �� �f	a ��SS � トゥブリートゥブリートゥブリートゥブリー    ワワワワ    ユフリフッラーフユフリフッラーフユフリフッラーフユフリフッラーフ    タアーラータアーラータアーラータアーラー。。。。    

                                         ① 訳者注：つまりその衣服をアッラーへの服従や崇拝行為に用いれば、それによって報奨が得られますが、その衣服をアッラーへの反逆行為や不服従に用いれば、それによって罪が得られることになります。 
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「（その服が）着古され、その後更にアッラーが新しい物を与えて下さいますよう。①」 
�−II� $1* �8 �� 	s�� �� , � $1*� �� 	��, �� , � $1� �1 �- 	�a	!�SS  � イルビスイルビスイルビスイルビス    ジャディーダンジャディーダンジャディーダンジャディーダン、、、、ワワワワ    イシュイシュイシュイシュ    ハミーダハミーダハミーダハミーダンンンン、、、、ワワワワ    ムトゥムトゥムトゥムトゥ    シャヒーダーシャヒーダーシャヒーダーシャヒーダー。。。。    「新しい物を着なさい。誉れ高く生きなさい。そして殉教者として死になさい。」 

5555．．．．服服服服をををを置置置置いたいたいたいた時時時時のののの言葉言葉言葉言葉    
�−II�'� �� 	?�5 SS� ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。    「アッラーの御名において。」 

6666．．．．トイレにトイレにトイレにトイレに入入入入るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    
G�−II ������a� 	�� �� ��	a� 	�� �� �� �>�5 ��( �,�� 3��L �� �8 D!� �'� �� 	?�5SS � ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーアウーアウーアウーズズズズ    ビカビカビカビカ    ミナルフブスィミナルフブスィミナルフブスィミナルフブスィ    ワルハバーイスワルハバーイスワルハバーイスワルハバーイス。。。。    「アッラーの御名において。アッラーよ、私は男女の悪魔からあなたにご加護を求めます。」 

7777．．．．トイレからトイレからトイレからトイレから出出出出たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    
GG−II  �>�@� �� 	� �d SS� 

                                         ① 訳者注：つまりその衣服が着古され、その後別の新しい衣服を得る時が来るまで長生きしますように、という意味。 
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グフラーナカグフラーナカグフラーナカグフラーナカ。。。。    「あなたにお赦しを求めます。①」 
8888．．．．ウドゥーのウドゥーのウドゥーのウドゥーの前前前前のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル    

G�−II�'� �� 	?�5� SS ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。    「アッラーの御名において。」 
9999．．．．ウドゥーがウドゥーがウドゥーがウドゥーが終終終終わったわったわったわった後後後後のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル    

Gg−II4  Q� ��  ��� �1 �8 	��� �� ,� K �! �>� � �Y � �Z �1 	N �� '� L �K �!�L �  ��� �1 �8 	��� �Z �14	a �, � $1
K �!( �b �B ��SS � アシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥ    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラーフフフフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ワワワワ    アシアシアシアシュハドゥュハドゥュハドゥュハドゥ    アンナアンナアンナアンナ    ムハンマダンムハンマダンムハンマダンムハンマダン    アブドゥフアブドゥフアブドゥフアブドゥフ    ワワワワ    ラスールフラスールフラスールフラスールフ。。。。    「かれに並ぶ者なきアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、ムハンマドは彼のしもべであり、使徒であることを証言します。」 

Gi−II  � �8 D!� �� �� 38���m	X� �� �� h��	D �M 	-� �� C�5�  ( m!� �� �� h��	D �M 	-�SS � アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマジュアルニージュアルニージュアルニージュアルニー    ミナッタウワービーミナッタウワービーミナッタウワービーミナッタウワービーナナナナ    ワジュアルニーワジュアルニーワジュアルニーワジュアルニー    ミナルムタタッヒリーンミナルムタタッヒリーンミナルムタタッヒリーンミナルムタタッヒリーン。。。。    
                                         ① 訳者注：排便により身体的に清められた後、更に精神的な汚れである罪の赦しを請うという意味が含まれています。 
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「アッラーよ、私をよく悔悟する者に、そしてよく心身を清める者として下さい。」 
G�−II >@� �̀ 	a �b  � �8 D!�  �   �� �� 	/�m4 	b�� , �s4	@�� L �K4�!L � ��� �1 �84 	��� ,   �1 	Q �̀ �5 ��

>*�!L �e(�����SS � スブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマ    ワワワワ    ビハムディクビハムディクビハムディクビハムディク。。。。アアアアシュハドシュハドシュハドシュハド    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントアントアントアントゥゥゥゥ。。。。アスタグフィルカアスタグフィルカアスタグフィルカアスタグフィルカ    ワワワワ    アトゥーブアトゥーブアトゥーブアトゥーブ    イライライライライクイクイクイク。。。。    「アッラーよ、あなたに賞賛と讃美あれ。私はあなた以外に真に崇拝すべきものはないと証言し、あなたにお赦しを請い、悔悟します。」 

10101010．．．．家家家家をををを出出出出るるるる時時時時のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル    
G�−II'��5  �L �.  ( �\ � �� �6 	( �N � �� , '� � �U, �s	D  � �( �� , '� � 	?�5 SS� ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。    タワッカルトゥタワッカルトゥタワッカルトゥタワッカルトゥ    アラッラーアラッラーアラッラーアラッラー。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビビビビッラーッラーッラーッラー。。。。    「アッラーの御名において。私はアッラーにこの身を委ねます。至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもありません。」 
G�−II  � �8 D!�  ,��D 	¡�� ��� , 6 ���� ��� ,  6 ���� ��� , T �}�� ��� ,  T �}�� 	��� �>�5 ��( �,�� 3��L

  �f �, T �8 �¢ ��� , T �8 	-�� ��� , ��D 	¡�� ���SS � 
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アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    アンアンアンアン    アディッラアディッラアディッラアディッラ、、、、アウアウアウアウ    ウダッラウダッラウダッラウダッラ、、、、アウアウアウアウ    アズィッラアズィッラアズィッラアズィッラ、、、、アウアウアウアウ    ウザッラウザッラウザッラウザッラ、、、、アウアウアウアウ    アズリマアズリマアズリマアズリマ、、、、アウアウアウアウ    ウズラマウズラマウズラマウズラマ、、、、アウアウアウアウ    アアアアジュハラジュハラジュハラジュハラ、、、、アウアウアウアウ    ユジュハラユジュハラユジュハラユジュハラ    アライヤアライヤアライヤアライヤ。。。。    「アッラーよ、私は自分が迷い迷わされることから、また過ちを犯し犯されることから、また不正を働き働かれることから、また無知に陥り無知に陥らされることから、あなたにご加護を求めます。」 
11111111．．．．家家家家にににに入入入入るるるる時時時時のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル    

G�−II�4��D  � �( �� �� P5 �B �U �, �� , �� 	- �� �< '� �� 	?�5 �� , ��	9 �� '� �� 	?�5 SS �3D4 �?�*�!  �4��
 �K�D 	V�� �U �,� ビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒ    ワラジュナーワラジュナーワラジュナーワラジュナー。。。。ワワワワ    ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラーヒヒヒヒ    ハラジュナーハラジュナーハラジュナーハラジュナー。。。。ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    ラッビナーラッビナーラッビナーラッビナー    タワタワタワタワッカルナーッカルナーッカルナーッカルナー。。。。    「『アッラーよ、アッラーの御名において私たちは入り、アッラーの御名において私たちは出ました。そして私たちの主に全てをお任せしました。』こう言って、それから家族に挨拶をする。」 

12121212．．．．モスクへモスクへモスクへモスクへ行行行行くくくく時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    
G�−II  � �8 D!� B(�@ h�a	D �\ �A T �M 	-� $� (�@ ��� �?�! �A �� , $�B (4�@ h�M 	Q4 �b �A �� , $�B   �A ��
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(�@ O � �£�5 $�B  �� �� ,(�@ h�\ 	( �� 	� $�B (�@ h�m 	 �� 	� �� �� , $�B (4�@ h��* �Q �� 	� �, �� , $�B  	�4 �, �� ,
(�@ �� �) �� $�B (�@ h ��� ���� 	� �� �� , $�B (�@ h ��D �< 	� �� �� , $�B (4�@ 4 �¤	��@ �A T4 �M 	-� �� , $�B  ,

(�@ �� ��+ 	,�� �� $�B (�@ �� ��+ �, �� , $�B (�@ �� T �M 	-� �� , $�B  �(4�@ h4��D �M 	-� �� ,B $�  ,  �4 �8 D!� 
(�@ h��� 	,�� $�B (�@ h�a �u �, �A T �M 	-� �� , $�B (4�@ h4 �Q	 �R �A �� , $�B (4�@ h4 �� �: �A �� , $�B  ,

(�@ O �� 	M �� �A �� $�B (�@ O � �¥�5 �A �� , $�B   II SS  � �8 D!� (4�@ �� T4 �M 	-� $�B  O � 	c4�\ �A ��
(�@ �� $�B  h ����+ �, �AII SS(�@ �� 	: �� �� $�B  	: �� �� ,(�@ �� $�B (�@ �� 	: �� �� , $�B   II SS 	�4 �V ��
(�@ �� $�B  B ](�@ �U �, � SS アッラーフンマジュアルアッラーフンマジュアルアッラーフンマジュアルアッラーフンマジュアル    フィーフィーフィーフィー    カルビーカルビーカルビーカルビー    ヌーヌーヌーヌーランランランラン、、、、ワワワワ    フィーフィーフィーフィー    リサーニーリサーニーリサーニーリサーニー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    フフフフィーィーィーィー    サムイーサムイーサムイーサムイー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    フィーフィーフィーフィー    バサリーバサリーバサリーバサリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    ミンミンミンミン    ファウキーファウキーファウキーファウキー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    ミミミミンンンン    タハティータハティータハティータハティー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    アンアンアンアン    ヤミーニーヤミーニーヤミーニーヤミーニー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    アンアンアンアン    シマーリーシマーリーシマーリーシマーリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    ミミミミンンンン    アマーミーアマーミーアマーミーアマーミー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    ミンミンミンミン    ハルフィーハルフィーハルフィーハルフィー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワジュアルワジュアルワジュアルワジュアル    フィーフィーフィーフィー    ナフナフナフナフスィースィースィースィー    ヌーヌーヌーヌーランランランラン、、、、ワワワワ    アァズィムアァズィムアァズィムアァズィム    リーリーリーリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    アッアッアッアッズィムズィムズィムズィム    リーリーリーリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワジュアルワジュアルワジュアルワジュアル    リーリーリーリー    ヌーヌーヌーヌーランランランラン、、、、ワジュアルニーワジュアルニーワジュアルニーワジュアルニー    ヌーラーヌーラーヌーラーヌーラー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アァティニーアァティニーアァティニーアァティニー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワジュアルワジュアルワジュアルワジュアル    フィーフィーフィーフィー    アアアアサビーサビーサビーサビー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    フィーフィーフィーフィー    ラハミーラハミーラハミーラハミー    ヌーラヌーラヌーラヌーラ
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ンンンン、、、、ワワワワ    フィーフィーフィーフィー    ダミーダミーダミーダミー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    フィーフィーフィーフィー    シシシシャアリーャアリーャアリーャアリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    フィーフィーフィーフィー    バシャリーバシャリーバシャリーバシャリー    ヌヌヌヌーラーーラーーラーーラー。。。。アッラーフンマジュアルアッラーフンマジュアルアッラーフンマジュアルアッラーフンマジュアル    リーリーリーリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン    フィーフィーフィーフィー    カブリー・・・ワカブリー・・・ワカブリー・・・ワカブリー・・・ワ    ヌーランヌーランヌーランヌーラン    フィーフィーフィーフィー    イイイイザーミーザーミーザーミーザーミー。。。。ワワワワ    ズィドゥニーズィドゥニーズィドゥニーズィドゥニー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    ズィズィズィズィドゥニードゥニードゥニードゥニー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン、、、、ワワワワ    ズィドニーズィドニーズィドニーズィドニー    ヌーラーヌーラーヌーラーヌーラー。。。。ワワワワ    ハブハブハブハブ    リーリーリーリー    ヌーランヌーランヌーランヌーラン    アラーアラーアラーアラー    ヌールヌールヌールヌール。。。。    「アッラーよ、私の心に光を、私の舌に光を、私の聴覚に光を、私の視覚に光を、私の上から光を、私の下から光を、私の右に光を、私の左に光を、私の前から光を、私の後ろから光を、私の魂に光をお与え下さい。そして私のために光を強くして下さい。光を強くして下さい。私のために光をお与え下さい。私を光にして下さい。私に光をお与え下さい。私の神経に光を、肉に光を、血に光を、髪に光を、皮膚に光をお与え下さい。」 「アッラーよ、私のために私の墓に光を・・・私の骨に光をお与え下さい。」 「そして光をお増やし下さい。そして光をお増やし下さい。そして光をお増やし下さい。」 「そして光の上に光をお与え下さい。」    
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13131313．．．．モスクにモスクにモスクにモスクに入入入入るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 
��−II ����*  J!� �� �� , �� �1 �7!	�� K�@���	D �b �� , �� �� �
 	!� �K �8 	- �(�5 �� ,�*�+ �M 	!� �'��5 ��( �,��

, '� �6(b �B �U �, z�l  ?!� �� .�l  u!� �� , '� �� 	?�5 , �* �-  �!� �8 D!�  �  e� �( 	5�� �� ¦�m 	��
 �>�m� 	� �B SS� アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビッラーヒルアズィーミビッラーヒルアズィーミビッラーヒルアズィーミビッラーヒルアズィーミ、、、、ワワワワ    ビワジュビワジュビワジュビワジュヒヒルカリーミヒヒルカリーミヒヒルカリーミヒヒルカリーミ、、、、ワワワワ    スルターニヒルカディーミスルターニヒルカディーミスルターニヒルカディーミスルターニヒルカディーミ、、、、ミナッシャイターニッラジームミナッシャイターニッラジームミナッシャイターニッラジームミナッシャイターニッラジーム。。。。ビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒ、、、、ワッサラートゥワッサラートゥワッサラートゥワッサラートゥ    ワッサラームワッサラームワッサラームワッサラーム    アラーアラーアラーアラー    ラスーリラスーリラスーリラスーリッラーッラーッラーッラー。。。。アッラーフンマフタフアッラーフンマフタフアッラーフンマフタフアッラーフンマフタフ    リーリーリーリー    アブワーバアブワーバアブワーバアブワーバ    ラハマティクラハマティクラハマティクラハマティク。。。。    「私は偉大なるアッラーに、その尊い御顔に、そして原初よりのかれの権威において、呪われるべきシャイターンからのご加護を与えて下さるよう求めます。アッラーの御名において、そしてアッラーの使徒に祝福と平安あれ。アッラーよ、あなたのご慈悲の扉を私にお開き下さい。」 

14141414．．．．モスクからモスクからモスクからモスクから出出出出るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    
�G−II �� �.l  u!� �� '� �� 	?�5 �6( �b �B U �, �zl  ?!� ,�'�  �4 �8 D!�  	�4 �� �>�!�4 	b� 3��L

 , �>�D 	���  � �8 D!�  ��*-  �!� ����	*  J!� �� �� h�� 	Q �u 	,� SS� ビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒ    ワッサラートゥワッサラートゥワッサラートゥワッサラートゥ    ワッサラームワッサラームワッサラームワッサラーム    
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アラーアラーアラーアラー    ラスーリッラーラスーリッラーラスーリッラーラスーリッラー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニインニインニインニーーーー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ミンミンミンミン    ファドゥリクファドゥリクファドゥリクファドゥリク。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフンマァスィムニーンマァスィムニーンマァスィムニーンマァスィムニー    ミナッシャイターニッラジームミナッシャイターニッラジームミナッシャイターニッラジームミナッシャイターニッラジーム。。。。    「アッラーの御名において、アッラーの使徒に祝福と平安がありますように。アッラーよ、私にあなたの恩恵をお恵み下さい。アッラーよ、私を呪われるべき悪魔からお守り下さい。」 
15151515．．．．アザーンアザーンアザーンアザーン①をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル    22222222－－－－ムアッズィン（アザーンを呼びかける者）が言う通りに、後を次いで繰り返して言う。ただし、 

II �§l ��!� �U �,  h �N �� �.l  u!� �U �,  h �N SS� 「ハイヤ アラッサラーティ ワ ハイヤ アラルファラーハ（いざ礼拝に来たれ、いざ成功に来たれ）」の部分だけ、 
II�'��5 L �.  ( �\  �� �6 	( �N SS� ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビビビビッラーッラーッラーッラー。。。。    

                                         ① 訳者注：礼拝を呼びかける一連の文句のこと。「アッラーフ アクバル（2 回）、アッラーフ アクバル（2 回）、アシュハドゥ アッラー イラーハ イッラッラー（2回）、 アシュハドゥ アンナ ムハンマダッラスールッラー（２回）、ハイヤー アラッサラー（2回）、ハイヤー アラルファラーハ（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。」 
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「至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもありません。」と言う。 
�g−II �Z �14	a �, $�14  Q� ��  �� �� �K4 �! �>4� � �Y  �Z �14 	N �� �'� L �K!L  	�� �1 �8 	�� ��@� ��

( �b �B �� $����: �zl 	b¨��5 �� $( �b �B ]1  Q �̀ �Q�5 �� $�5 �B �'��5 �s* �} �B , �K �!SS � ワワワワ    アナアナアナアナ    アシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥ    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イイイイッラッラーフッラッラーフッラッラーフッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ、、、、    ワワワワ    アンナアンナアンナアンナ    ムハンマダンムハンマダンムハンマダンムハンマダン    アブドゥフアブドゥフアブドゥフアブドゥフ    ワワワワ    ラスラスラスラスールフールフールフールフ、、、、ラディートゥラディートゥラディートゥラディートゥ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ラッバンラッバンラッバンラッバン、、、、ワワワワ    ビムハンマディッラスーランビムハンマディッラスーランビムハンマディッラスーランビムハンマディッラスーラン、、、、ワワワワ    ビルイスラーミビルイスラーミビルイスラーミビルイスラーミ    ディーナーディーナーディーナーディーナー。。。。    「『そして私は、並ぶ者無き唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものは無く、ムハンマドは彼のしもべであり使徒であると証言します。私はアッラーが私たちの主であり、イスラームが私たちの宗教であり、そしてムハンマドが私たちの使徒であることに満足しました。』これをムアッズィンのタシャッフド（信仰告白）①の後に言う。」 24242424－－－－「ムアッズィンの呼びかけに答えた後に、預言
                                         ① 訳者注：「アシュハドゥ アッラー イラーハ イッラッラー、アシュハドゥ アンナ ムハンマダッラスールッラー」の言葉。 
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者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）への祝福と平安を願う。①」 
�� −II  �44 �8 D!�  $�144  Q� �� �2� , �;44 �Q���7!� �.l44  u!� �� , �;44 ��� m!� �. �( 	,  144!� �Z ��44 �V 3e �B
 �(!�, �K4 �� 	1 �, �� O�4!� $�:(4 �Q	 �� $�4��7 �� �K	& �M 	5� �� , �;�D* �� ��!� �� �;�D* �bI �|4�D	 �{  �>4 @L

 �:� �M*�X�S � アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラッバラッバラッバラッバ    ハーズィヒッダアワティハーズィヒッダアワティハーズィヒッダアワティハーズィヒッダアワティッターンマティッターンマティッターンマティッターンマティ、、、、ワッサラーティルカーイマワッサラーティルカーイマワッサラーティルカーイマワッサラーティルカーイマ。。。。アーアーアーアーティティティティ    ムハンマダニルワスィーラタムハンマダニルワスィーラタムハンマダニルワスィーラタムハンマダニルワスィーラタ    ワルファディワルファディワルファディワルファディーラーラーラーラ。。。。ワブアスフワブアスフワブアスフワブアスフ    マカーマンマカーマンマカーマンマカーマン    マハムーダニッラマハムーダニッラマハムーダニッラマハムーダニッラズィーズィーズィーズィー    ワアッタフワアッタフワアッタフワアッタフ、（、（、（、（インナカインナカインナカインナカ    ラーラーラーラー    トゥフリフトゥフリフトゥフリフトゥフリフルミーアードゥルミーアードゥルミーアードゥルミーアードゥ）。）。）。）。 「アッラーよ、この完成された呼びかけと繰り返し続く礼拝の主よ、ムハンマドに天国における高い位階と栄誉を与え、あなたが彼に約束されたところの賞賛に溢れた位階に彼を蘇らせたまえ（本当にあなたは約束を反故にされる事がありません）。」 26262626－－－－「アザーンとイカーマ②の間に任意のドアーをす
                                         ① 訳者注：12 頁の訳者注①及び 155 頁の「預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）のために祈願することの徳」章を参照のこと。 ② 訳者注：礼拝開始直前の呼びかけの言葉。31 頁脚注のアザーンの言葉を各 1回ずつ言います（ただしハナフィー法学派はアザーン同様 2回ずつ）。尚、「ハイヤー アラルファラーハ」の後には「カドゥ カ
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る。この間に行われたドアーは、必ず受け入れられる。」 
16161616．．．．イスティフターフイスティフターフイスティフターフイスティフターフ（（（（礼拝開始礼拝開始礼拝開始礼拝開始））））のドアーのドアーのドアーのドアー    

�� −II  � �8 D!�  �X� �� �©4 � 	¥�X� � 	C4�5 �2 	14 �,��5 �) �� �O����� �< � 	C�5 �� h��	* �5 	1 �,��5 �e ��4 	/
  � �8 D!�  , ���@P P14!� ��4 �� ���*4 	5�j� �e 	(4�&!� �4  7�� �� �) �� , �O� ���� �< 	� �� h�� 37�@  �4 �8 D!� 

 �: � �c!� �� �̂ ��X� �� �ª	D&!��5 �O� ���� �< 	� �� h��	D �? 	d�SS � アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    バーイドバーイドバーイドバーイド    バイニーバイニーバイニーバイニー    ワワワワ    バイナバイナバイナバイナ    ハターヤーヤハターヤーヤハターヤーヤハターヤーヤ    カマーカマーカマーカマー    バーアッタバーアッタバーアッタバーアッタ    バイナルマシバイナルマシバイナルマシバイナルマシュリキュリキュリキュリキ    ワルマグリブワルマグリブワルマグリブワルマグリブ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ナッキニナッキニナッキニナッキニーーーー    ミンミンミンミン    ハターヤーヤハターヤーヤハターヤーヤハターヤーヤ、、、、カマーカマーカマーカマー    ユナユナユナユナッカッサウッカッサウッカッサウッカッサウブルアブヤドゥブルアブヤドゥブルアブヤドゥブルアブヤドゥ    ミナッダナスミナッダナスミナッダナスミナッダナス。。。。アッラーフンマグアッラーフンマグアッラーフンマグアッラーフンマグスィルニースィルニースィルニースィルニー    ミンミンミンミン    ハターヤーヤハターヤーヤハターヤーヤハターヤーヤ    ビッサルジビッサルジビッサルジビッサルジ    ワワワワルマーイルマーイルマーイルマーイ    ワルバラドゥワルバラドゥワルバラドゥワルバラドゥ。。。。    「アッラーよ、私と私の過ちの間を東西の間を遠ざけたように遠ざけて下さい。アッラーよ、白い服が汚れから清められるように私を私の過ちから清めて下さい。アッラーよ、雪と水と雹で私を私の過ちから清めて下さい。」 
�� − II �>�@� �̀ 	a �b  � �8  D!�  �� , �  �1 �- ��� �M �� �� , �> �Q 	b� �  �B��a �� �� , �  �1 	Q �̀ �5 �� 

                                         ーマティッサラー（礼拝はまさに始まった）」という文句を 2 回入れます。 
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 �  � 	% �d �K!L� SS スブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマ    ワワワワ    ビハムディカビハムディカビハムディカビハムディカ、、、、ワワワワ    タバーラカスムカタバーラカスムカタバーラカスムカタバーラカスムカ、、、、ワワワワ    タアーラータアーラータアーラータアーラー    ジャッドゥカジャッドゥカジャッドゥカジャッドゥカ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    ガイルカガイルカガイルカガイルカ。。。。    「アッラーよ、あなたに賞賛と讃美あれ。あなたの御名は祝福に溢れ、あなたのご偉力は至高です。あなたの他に真に崇拝すべきものはありません。」 
��−II ��4 �� �4�@� �4 �� �� $�4�*�� �N �n 	B�j� �� �2� �� �)  ?!� ������ O�D�! �h �8 	- �� �s 	8  - ��

L , �C��44 � 	¥�X�  , �C��X�44 �M!� 3e �B �' �«�44� �¬ �� , �O�44�*	 �� �� , h�
44 	?�@ �� , �«l44 �E  �
 �C �Q�D4 	?�X� �� �� �@� �� �2 	� ��� �>�! ���5 �� �K �! �>� �Y �  �4 �8 D!�  L �K4!L  �>4�D�X� �s4	@�

 �s@� ��4 �� h�a	@ ���5 �s	� � �� 	,� �� �¤���@ �s 	Q�D �¡ , �  �1	a �, �@� �� 3 �B �s	@� �(4@� �� 	� �� 	d
 �s4@� L �e(@�!� �� �� 	/ ��  �K @L $�M*� �® � O �14	 �#  �©l4<j� ��4 �? 	Nj �� �14 	V� ��
 h3� �, 	k � 	̄ � �� , �s@� L � �8�� �? 	Nj , �s4@� L � �8�yP*4 �b h43� �, �k4 � 	£��  � �8�yP*4 �b

, �>	� �1 	M �b �� �>	* a �!  "  ¥!� �� , �>	� �1�*�5 �K"D �� � 	%��� ��, �>4	* �!L �� �>4�5 �4@� , �>4	* �!L ��	*4 �!  
 �>	* �!L �e(��� �� �  �� �� 	/�m 	b� , �s	* �!� �M �� �� �s 	� �B��a ��� SS ワッジャフトゥワッジャフトゥワッジャフトゥワッジャフトゥ    ワジュヒヤワジュヒヤワジュヒヤワジュヒヤ    リッラズィーリッラズィーリッラズィーリッラズィー    ファファファファタラッサマーワーティタラッサマーワーティタラッサマーワーティタラッサマーワーティ    ワルアルダワルアルダワルアルダワルアルダ    ハニーファンハニーファンハニーファンハニーファン    ワワワワ    マーマーマーマー    アナアナアナアナ    ミナルムシュリキーンミナルムシュリキーンミナルムシュリキーンミナルムシュリキーン。。。。インナインナインナインナ    サラーティーサラーティーサラーティーサラーティー、、、、ワワワワ    ヌスキーヌスキーヌスキーヌスキー、、、、ワワワワ    マフヤーヤマフヤーヤマフヤーヤマフヤーヤ、、、、ワワワワ    ママーティーママーティーママーティーママーティー    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    ラッビルアーラミーナラッビルアーラミーナラッビルアーラミーナラッビルアーラミーナ、、、、
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ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ    ワワワワ    ビザーリカビザーリカビザーリカビザーリカ    ウミルウミルウミルウミルトゥトゥトゥトゥ    ワワワワ    アナアナアナアナ    ミナルムスリミーンミナルムスリミーンミナルムスリミーンミナルムスリミーン。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフンマンマンマンマ    アンタルマリクアンタルマリクアンタルマリクアンタルマリク    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。アンタアンタアンタアンタ    ラッビーラッビーラッビーラッビー    ワワワワ    アナアナアナアナ    アブドゥアブドゥアブドゥアブドゥクククク。。。。ザラムトゥザラムトゥザラムトゥザラムトゥ    ナフスィーナフスィーナフスィーナフスィー    ワァタラフトゥワァタラフトゥワァタラフトゥワァタラフトゥ    ビビビビザンビーザンビーザンビーザンビー    ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    リーリーリーリー    ズヌービーズヌービーズヌービーズヌービー    ジャジャジャジャミーアンミーアンミーアンミーアン    インナフインナフインナフインナフ    ラーラーラーラー    ヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。ワハディニーワハディニーワハディニーワハディニー    リアフサニルリアフサニルリアフサニルリアフサニルアフラーキアフラーキアフラーキアフラーキ    ラーラーラーラー    ヤハディーヤハディーヤハディーヤハディー    リアフサニハーリアフサニハーリアフサニハーリアフサニハー    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。ワスリフワスリフワスリフワスリフ    アンニーアンニーアンニーアンニー    サイイサイイサイイサイイアハーアハーアハーアハー、、、、ラーラーラーラー    ヤスリフヤスリフヤスリフヤスリフ    アンニーアンニーアンニーアンニー    サイイアハーサイイアハーサイイアハーサイイアハー    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。ラッバイカラッバイカラッバイカラッバイカ    ワワワワ    サアダイカサアダイカサアダイカサアダイカ、、、、ワルハイルワルハイルワルハイルワルハイル    ククククッルフッルフッルフッルフ    ビヤダイカビヤダイカビヤダイカビヤダイカ、、、、ワッシャッルワッシャッルワッシャッルワッシャッル    ライサライサライサライサ    イライクイライクイライクイライク。。。。アナアナアナアナ    ビカビカビカビカ    ワワワワ    イライクイライクイライクイライク。。。。タタタタバーラクタバーラクタバーラクタバーラクタ    ワワワワ    タアーライトゥタアーライトゥタアーライトゥタアーライトゥ。。。。アスタグフィルアスタグフィルアスタグフィルアスタグフィルカカカカ    ワワワワ    アトゥーブアトゥーブアトゥーブアトゥーブ    イライクイライクイライクイライク。。。。    「私は天地の創造主に、シルク①を犯す者ではなく純
                                         ① 訳者注：シルクとは、全宇宙の創造や所有や管理などアッラーのみが専有する性質においてアッラー以外の何かをかれに共有・参与させたり、あるいはアッラーのみに向けられるべき崇拝行為を、かれ以外の他のものに向けて行うこと。イスラームの根本教義であるタウヒードの反対語であり、ゆえに厳しく禁じられています。 
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正な信徒①として顔を向けました。私の礼拝、献身行為、生、そして死は並ぶ者なきお方である全世界の主アッラーにこそ捧げられます。私は実にそのように命じられ、そして服従した者たちの 1 人です。アッラーよ、あなたはあなた以外に真に崇拝すべきものがないところの王です。あなたは私の主で私はあなたのしもべです。私は自分自身に不正を働きました。そして自分の罪を認めました。ですから私の罪全てをお赦し下さい。罪を赦されるお方はあなた以外にいないのです。私を最も良い人格へと導いて下さい。そこへ導くのはあなた以外にいません。私から悪い人格を取り除いて下さい。悪い人格を取り除くお方はあなた以外にいません。私はあなたに常に仕え、あなたの御許に馳せ参じます。全ての善はあなたの御手の内にあります。悪い事があなたに帰せられることはありません。私はあなたによって存在するもので、あなたの御許へと帰ります。あなたは祝福に溢れ、いと高くおわしますお方。私はあなた
                                         ① 訳者注：ヌーフからイブラーヒーム、ムーサー、イーサーらから最後の預言者ムハンマド（彼らにアッラーからの祝福と平安あれ）にまで至る全ての預言者が人々をそれに誘ってきたところの、アッラーのみに崇拝行為を向けるという純正な一神教のことです。 
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に罪の赦しを請い、あなたに悔悟します。」 
g�−II  �44 �8 D!�   �2� ��)44  ?!� ���r�44�� �T44*��� � 	��L �� , �T44*��� �
* �� �� , �T44*��� � 	c �- 3e �B

 �K4*�� �(�@�4 �� �)*4�� � �:�4�a �, � 	C4�5 ��4 �
 	 �� �s4@� , �. �:� �8 PJ!� �� ��	* �/!� � �°� �, , �n 	Bj� ��
 ��( ���D�m 	 �� � �� �|�D�m 	<� ���X �� �1 	V�� ��L �̂ �4 �J�� 	�4 �� O �14	 �� �>4P@L �>4�@��±�5 3o�R� �� �� �K*

 ]�* �7�m 	? �� ]²� � �̄� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラッバラッバラッバラッバ    ジブラーイーラジブラーイーラジブラーイーラジブラーイーラ、、、、ワワワワ    ミミミミーカーイーラーカーイーラーカーイーラーカーイーラ、、、、ワワワワ    イスラーフィーライスラーフィーライスラーフィーライスラーフィーラ    ファーティファーティファーティファーティラッサマーワーティラッサマーワーティラッサマーワーティラッサマーワーティ    ワルアルドゥワルアルドゥワルアルドゥワルアルドゥ。。。。アーリマルガアーリマルガアーリマルガアーリマルガイビイビイビイビ    ワッシャハーダワッシャハーダワッシャハーダワッシャハーダ。。。。アンタアンタアンタアンタ    タハクムタハクムタハクムタハクム    バイナバイナバイナバイナ    イバーディカイバーディカイバーディカイバーディカ    フィーマーフィーマーフィーマーフィーマー    カーヌーカーヌーカーヌーカーヌー    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ    ヤフタリフーンヤフタリフーンヤフタリフーンヤフタリフーン。。。。イヒディニーイヒディニーイヒディニーイヒディニー    リマフトゥリファリマフトゥリファリマフトゥリファリマフトゥリファ    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ    ミナルハッキミナルハッキミナルハッキミナルハッキ    ビイズニクビイズニクビイズニクビイズニク。。。。インナカインナカインナカインナカ    タハディータハディータハディータハディー    マンマンマンマン    タシャーウタシャーウタシャーウタシャーウ    イラーイラーイラーイラー    スィラースィラースィラースィラーティンティンティンティン    ムスタキームムスタキームムスタキームムスタキーム。。。。    「アッラーよ、ジブリールとミーカーイールとイスラーフィール①の主、天地の創造主よ、不可視なる世界と可視なる世界をご存知なられるお方よ、あなた
                                         ① 訳者注：全て大天使の名。ジブリール（ガブリエル）は諸預言者や使徒たちに対して、アッラーからの啓示伝達を担い、ミーカーイール（ミカエル）は雨と作物を委任されています。またイスラーフィールは角笛を吹いてこの世の終焉を告げ、またもう一吹きで全てのものの復活を知らせる役割を任されています。 
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こそあなたのしもべたちが以前意見を異にしていたことに関して彼らの裁決を下されるお方。真理から反れたことに関して、あなたのお許しをもって私をお導き下さい。あなたこそあなたがお望みになる者を真っ直ぐな道へとお導きになられるお方です。 

gG−II �� � �c 	�� �'� , $�%�a �� � �c 	�� �'� , $�%4& �� �' �14 	Q�R� �� , $�%4a �� � �c 	�� �'� , $�%a
 $l*4 �E� �� $. ��4 	
�5 �'� ��� �̀ 	a4 �b �� , $�%4& �� �' �1 	Q�R� �� , $�%& �� �' �1 	Q�R� �� SS $�4�l��

II �����	*  J!� �� �� �'��5 ��( �,� : �Z �t 	 �́ �� , �K�& 	��@ �� , �K �µ 	��@ 	� �� � SS アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル    カビーラーカビーラーカビーラーカビーラー。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル    カビーラーカビーラーカビーラーカビーラー。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル    カカカカビーラービーラービーラービーラー。。。。ワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥ    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    カスィーラカスィーラカスィーラカスィーラーーーー。。。。ワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥ    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    カスィーラーカスィーラーカスィーラーカスィーラー。。。。ワワワワルハムドゥルハムドゥルハムドゥルハムドゥ    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    カスィーラーカスィーラーカスィーラーカスィーラー。。。。ワワワワ    スブスブスブスブハーナッラーヒハーナッラーヒハーナッラーヒハーナッラーヒ    ブクラタンブクラタンブクラタンブクラタン    ワワワワ    アスィーラーアスィーラーアスィーラーアスィーラー。。。。（（（（××××3333回回回回））））アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ミナッシャイターミナッシャイターミナッシャイターミナッシャイターニニニニ    ミンミンミンミン    ナフヒヒナフヒヒナフヒヒナフヒヒ、、、、ワワワワ    ナフスィヒナフスィヒナフスィヒナフスィヒ、、、、ワワワワ    ハムズハムズハムズハムズィヒィヒィヒィヒ。。。。 「アッラーは偉大なり。アッラーは偉大なり。アッラーは偉大なり。アッラーを限りなく称えます。アッラーを限りなく称えます。アッラーを限りなく称えます。朝に夕にアッラーを称えます。」（×3回）「私
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はアッラーに、シャイターンとその息と唾の吹きかけ、そしてその囁き①からのご加護を求めます。」 

g�−II  � �8 D!�  �>4�! �� ,  � �8*4�� 	�4 �� �� �n 	Bj� �� �2� ��)  ?!� �B(�@ �s@� �1 	Q�R� �>�!
,  � �8*4�� 	�4 �� �� �n 	Bj� �� �2��) ¶?!� ��P* �\ �s@� �1 	Q�R�  "e �B �s4@� �14 	Q�R� �>4�! ��

 �n 	Bj� �� �2��)  ?!�  �n 	Bj� �� �2��)  ?!� �>	D �� �>�! �1 	Q�R� �>�! �� ,  � �8*�� 	� �� ��
 �s@� , �1 	Q�R� �>�! �� , �n 	Bj� �� �2��)  ?!� �>�D �� �s@� �1 	Q�R� �>�! �� ,  � �8*�� 	� �� ��

 , ·o4 �N �;4 ��9� �� , "o�R� �  �̧ � �7�! �� , "o�R� �>�! 	( �\ �� , "o�R� �  �1 	, �� �� , "o�R� �B�4 �!� ��
 , ·o �N �; �,�  ?!� �� , ·o �N �� D �b �� �K	* �D �, �'�  U �E [1  Q� �� �� , ·o �N ��("*�a �!� �� , ·o �N  � �8 D!� 

 �>44�5 �� , �s44	a �@� �>44	*!L �� , �s44	� ��� �>44�5 �� , �s44	D  � �( �� �>44	* �D �, �� , �s 	Q�D44 	b� �>44 �!
 �� 	� ��d�4�� , �s4 	Q ��� �N �>4	* �!L �� , �s 	Q �E� �<  �4 �� �� , �2 	�4  <� �4 �� �� , �s	�  14�\ �4 ��

 h � �0L �s@� , �s@� L �K!L  �� 3< ���X� �s@� �� , �z 31 �7�X� �s@� , �s	��D 	,� � �� �� , �2 	B � 	��
 �s@� L �K!L � SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ、、、、アンタアンタアンタアンタ    ヌールヌールヌールヌールッサマーワーティッサマーワーティッサマーワーティッサマーワーティ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ    ワワワワ    マンマンマンマン    フィフィフィフィーヒンヌーヒンヌーヒンヌーヒンヌ。。。。ワワワワ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ    アンタアンタアンタアンタ    カイイムカイイムカイイムカイイムッサマーワーティッサマーワーティッサマーワーティッサマーワーティ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ    ワワワワ    マンマンマンマン    フィフィフィフィーヒンーヒンーヒンーヒンヌヌヌヌ。。。。ワワワワ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ    アンタアンタアンタアンタ    ラッブッラッブッラッブッラッブッサマーワーティサマーワーティサマーワーティサマーワーティ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ    ワワワワ    マンマンマンマン    フィーフィーフィーフィー

                                         ① 訳者注：これらは全て人を迷わせ、地獄への道連れにしようとするシャイターンの策略を示しています。 
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ヒンヌヒンヌヒンヌヒンヌ。。。。ワワワワ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ    ラカラカラカラカ    ムルクッサマムルクッサマムルクッサマムルクッサマーワーティーワーティーワーティーワーティ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ    ワワワワ    マンマンマンマン    フィーヒンフィーヒンフィーヒンフィーヒンヌヌヌヌ。。。。ワワワワ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ    アンタアンタアンタアンタ    ムルクッサマームルクッサマームルクッサマームルクッサマーワーティワーティワーティワーティ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ、、、、ワワワワ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ。。。。アアアアンタルハックンタルハックンタルハックンタルハック。。。。ワワワワ    ワァドゥカルハックワァドゥカルハックワァドゥカルハックワァドゥカルハック。。。。ワワワワ    カウカウカウカウルカルハックルカルハックルカルハックルカルハック。。。。ワワワワ    リカーウカルハックリカーウカルハックリカーウカルハックリカーウカルハック。。。。ワルジャワルジャワルジャワルジャンナトゥンナトゥンナトゥンナトゥ    ハックハックハックハック。。。。ワンナールワンナールワンナールワンナール    ハックハックハックハック。。。。ワンナビワンナビワンナビワンナビィユーナィユーナィユーナィユーナ    ハックハックハックハック。。。。ワワワワ    ムハンマドゥンムハンマドゥンムハンマドゥンムハンマドゥン    サッラッサッラッサッラッサッラッラーフラーフラーフラーフ    アライアライアライアライヒヒヒヒ    ワワワワ    サッラマサッラマサッラマサッラマ    ハックハックハックハック。。。。ワッサワッサワッサワッサーアトゥーアトゥーアトゥーアトゥ    ハハハハックックックック。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラカラカラカラカ    アスラアスラアスラアスラムトゥムトゥムトゥムトゥ。。。。ワワワワ    アライカアライカアライカアライカ    タワッカルトゥタワッカルトゥタワッカルトゥタワッカルトゥ。。。。ワワワワ    ビカビカビカビカ    アーマントゥアーマントゥアーマントゥアーマントゥ。。。。ワワワワ    イライカイライカイライカイライカ    アナブトゥアナブトゥアナブトゥアナブトゥ。。。。ワワワワ    ビビビビカカカカ    ハーサムトゥハーサムトゥハーサムトゥハーサムトゥ。。。。ワワワワ    イライカイライカイライカイライカ    ハーカムトゥハーカムトゥハーカムトゥハーカムトゥ。。。。ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    リーリーリーリー    マーマーマーマー    カッダムトゥカッダムトゥカッダムトゥカッダムトゥ、、、、ワワワワ    ママママーーーー    アッハルトゥアッハルトゥアッハルトゥアッハルトゥ、、、、ワワワワ    マーマーマーマー    アスラルトゥアスラルトゥアスラルトゥアスラルトゥ、、、、ワワワワ    ママママーーーー    アァラントゥアァラントゥアァラントゥアァラントゥ。。。。アンタルムカッディムアンタルムカッディムアンタルムカッディムアンタルムカッディム、、、、ワワワワ    アアアアンタルムアッヒルンタルムアッヒルンタルムアッヒルンタルムアッヒル。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アアアアンタンタンタンタ、、、、アンタアンタアンタアンタ    イラーヒーイラーヒーイラーヒーイラーヒー    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッイッイッイッラーラーラーラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。」。」。」。」    「アッラーよ、讃美はあなたのもので、あなたは天地とそこにある者たちの光です。あなたに称えあれ。
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あなたは天地とそこにある者たちを司るお方です。あなたに称えあれ。あなたは天地とそこにある者たちの主です。あなたに称えあれ。天地とそこにある者たちの主権はあなたの御許にあります。あなたに称えあれ。あなたは天地の王です。あなたに称えあれ。あなたは真実であり、あなたの約束は真実であり、あなたの御言葉は真実であり、あなたとの謁見は真実であり、天国は真実であり、地獄は真実であり預言者たちは真実であり、ムハンマド（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は真実であり、審判の時は真実であります。アッラーよ、私はあなたにこそ帰依しました。あなたにこそ全てをお委ねしました。私はあなたを信じ、あなたに悔悟しました。私はあなたによって議論し、あなたにこそ裁決を求めます。既に私が犯し、またこれから犯す過ちを、そして密に犯し、また露わに犯した過ちをお赦し下さい。あなたこそは事を進め遅らせるお方で、あなたの他に真に崇拝すべきものはありません。あなたこそは私の崇拝するお方であり、あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。」 
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17171717．．．．ルクーウルクーウルクーウルクーウ（（（（立礼立礼立礼立礼））））①のドアーのドアーのドアーのドアー    
gg−II ��*�+ �M!� � 3 �B ��� �̀ 	a �b� SS スブスブスブスブハーナハーナハーナハーナ    ラッビヤルアズィームラッビヤルアズィームラッビヤルアズィームラッビヤルアズィーム。。。。（（（（××××3333回回回回））））    「偉大なる私の主を称えます。」（×3回） 
gi−II �>�@� �̀ 	a �b  � �8 D!�  �  �1 	Q �̀ �5 �� �� �5 �B  � �8 D!�  �� 	� ��d�SS   スブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマ    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    ビハビハビハビハムディカムディカムディカムディカ    アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー。。。。    「私たちの主アッラー、あなたに賞賛と讃美あれ。アッラーよ、私をお赦し下さい。」 

g�− II �§� "�!� �� �; �
��l�X� "e �B , [¹� "1�\ , [§("a �b � SS スッブーフンスッブーフンスッブーフンスッブーフン、、、、クッドゥースッラッブルマラーイカクッドゥースッラッブルマラーイカクッドゥースッラッブルマラーイカクッドゥースッラッブルマラーイカティティティティ    ワッルーフワッルーフワッルーフワッルーフ。。。。    「讃美されるべき崇高なお方、聖なるお方、天使たちとジブリールの主よ。」 

g�− II  � �8 D!�   , h�M 	Q �b �>�! �x �J �< �s 	Q�D 	b� �>�! �� , �s	� ��� �>�5 �� , �s	M �� �B �>�!
 h �� �1�\ �K�5  T �7�m 	b� � �� �� , h�a �u �, �� , h �Q	+ �, �� , h3 �º �� , O � �£�5 ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラカラカラカラカ    ラカァトゥラカァトゥラカァトゥラカァトゥ、、、、ワワワワ    ビカビカビカビカ    アアアアーマントゥーマントゥーマントゥーマントゥ、、、、ワワワワ    ラカラカラカラカ    アスラムトゥアスラムトゥアスラムトゥアスラムトゥ。。。。ハシャアハシャアハシャアハシャア    ララララカカカカ    サムイーサムイーサムイーサムイー、、、、ワワワワ    バサリーバサリーバサリーバサリー、、、、ワワワワ    ムッヒームッヒームッヒームッヒー、、、、ワワワワ    アアアア

                                         ① 訳者注：礼拝中の一動作。立ったまま、上半身をお辞儀をするように前方に傾ける状態。 
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ズミーズミーズミーズミー、、、、ワワワワ    アサビーアサビーアサビーアサビー、、、、ワマスタカッラワマスタカッラワマスタカッラワマスタカッラ    ビヒビヒビヒビヒ    カカカカダミーダミーダミーダミー。。。。    「アッラーよ、あなたのためにルクーウ（立礼）し、あなたのみを信仰し、あなたに服従しました。私の耳も、目も、脳も、骨も、神経も、そして私の足が運ぶもの①も、全てはあなたを屈んで畏敬します。」 

g�−II� �� , �̂ � �� � 	c�
!� �� , �2( �
�D�X� �� , �2�� �c�9� O�� ��� �̀ 	a �b �; �Q�+ �M!� SS スブハーナスブハーナスブハーナスブハーナ    ズィルジャバルーティズィルジャバルーティズィルジャバルーティズィルジャバルーティ、、、、ワルマラクーワルマラクーワルマラクーワルマラクーティティティティ、、、、ワルキブリヤーイワルキブリヤーイワルキブリヤーイワルキブリヤーイ、、、、ワルアザマワルアザマワルアザマワルアザマ。。。。    「この上なき権勢と王国、強大さと偉大さの持ち主に称えあれ。」 
18181818．．．．ルクーウルクーウルクーウルクーウからからからから起起起起きききき上上上上がるがるがるがる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    

g�−II �Z �1� �� 	���X �'� �x �Q �b� SS サミアッラーフサミアッラーフサミアッラーフサミアッラーフ    リマンリマンリマンリマン    ハミダフハミダフハミダフハミダフ。。。。    「アッラーは、かれを賛美する者の声をお聞きになられる。」 

g�−II� �B��a �� $�aP* �r $�%& �� � $1	 �� , �1 	Q�R� �>�! �� ���  5 �B �K*�� $�� SS ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    ラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥラカルハムドゥ、、、、ハムダンハムダンハムダンハムダン    カスカスカスカスィーランィーランィーランィーラン    タイイバンタイイバンタイイバンタイイバン    ムバーラカンムバーラカンムバーラカンムバーラカン    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ。。。。    
                                         ① 訳者注：身体のこと。 
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「私たちの主よ、あなたにこそ賞賛あれ。この上なく沢山の、素晴らしい、祝福に溢れた賞賛あれ。」 

i�−II ]̂ 	 �_ 	�4 �� �s	y4 �� � �� �̂ 	T �� �� , �) �8��	* �5 � �� �� �n 	Bj� �̂ 	T �� �� �2� �� �)  ?!� �̂ 	T ��
 �1 	M �5 � �6�\ � �� "o �N� , �1 	~�X� �� �̂ ���P&!� �T 	V�  [1	a �, �>�! ��� "D �� �� , �1	a �M!� �  � �8 D!�  �x�@� �� 

 "1�9� �>	� �� 31�9� � �� �x ��	� ��  �� , �s	M�� �� ���X �h�� 	M ��  �� , �s	*�� 	,� ���X� SS ミルアッサマーワーティミルアッサマーワーティミルアッサマーワーティミルアッサマーワーティ    ワワワワ    ミルアルアルディミルアルアルディミルアルアルディミルアルアルディ    ワワワワ    マーマーマーマー    バイナフマーバイナフマーバイナフマーバイナフマー、、、、ワワワワ    ミルアミルアミルアミルア    マーマーマーマー    シウシウシウシウタタタタ    ミンミンミンミン    シャイインシャイインシャイインシャイイン    バアドゥバアドゥバアドゥバアドゥ。。。。アハラッサナーアハラッサナーアハラッサナーアハラッサナーイイイイ    ワルマジュディワルマジュディワルマジュディワルマジュディ、、、、アハックアハックアハックアハック    マーマーマーマー    カーラルアカーラルアカーラルアカーラルアブドゥブドゥブドゥブドゥ、、、、ワワワワ    クッルナクッルナクッルナクッルナーーーー    ラカラカラカラカ    アブドゥアブドゥアブドゥアブドゥ。。。。アッラアッラアッラアッラーフンマーフンマーフンマーフンマ    ラーラーラーラー    マーニアマーニアマーニアマーニア    リマーリマーリマーリマー    アァタイタアァタイタアァタイタアァタイタ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ムゥティヤムゥティヤムゥティヤムゥティヤ    リマーリマーリマーリマー    マナァタマナァタマナァタマナァタ、、、、ワワワワ    ララララーーーー    ヤンファウヤンファウヤンファウヤンファウ    ザルジャッディザルジャッディザルジャッディザルジャッディ    ミンカルジャッミンカルジャッミンカルジャッミンカルジャッドゥドゥドゥドゥ。。。。    「あなたへの讃美は天地とその間にあるもの、そしてあなたの望むその他全ての物を満たします。讃美と栄光の主よ、私たち全員がそうであるところのあなたのしもべが（次のように）言う言葉は、至極の真理です：『アッラーよ、あなたが与えたものを禁じる者はなく、あなたが禁じれば他に与える者はおりません。（現世における）どんな優れた境遇も、あな
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たの御許での真の幸福を益することはありません。①』」 
19191919．．．．サジダサジダサジダサジダ（（（（平伏礼平伏礼平伏礼平伏礼））））②のののの時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

iG−II �U 	,j� � 3 �B ��� �̀ 	a �b � SS スブハーナスブハーナスブハーナスブハーナ    ラッビヤルアァラーラッビヤルアァラーラッビヤルアァラーラッビヤルアァラー。。。。（（（（××××3333回回回回））））    「崇高な私の主に称えあれ。」（×3回） 

i�−II �>�@� �̀ 	a �b  � �8 D!�  �  �1 	Q �̀ �5 �� ���  5 �B  � �8 D!�  �� 	� �� 	d�� SS スブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマ    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    ビハビハビハビハムディカムディカムディカムディカ    アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー。。。。    「私たちの主アッラー、あなたを称えます。アッラーよ、私をお赦し下さい。」 

ig−II �§� "�!� �� �; �
��l�X� "e �B , [¹� "1�\ , [§("a �b� SS スッブーフンスッブーフンスッブーフンスッブーフン、、、、クッドゥースッラッブルマラーイカクッドゥースッラッブルマラーイカクッドゥースッラッブルマラーイカクッドゥースッラッブルマラーイカティティティティ    ワッルーフワッルーフワッルーフワッルーフ。。。。    「讃美すべき崇高なお方、聖なるお方、天使たちとジブリールの主。」 

                                         ① 訳者注：現世における権力、財産、子孫などの幸運は、それ自体ではアッラーの御許での真の幸運、つまり天国という報奨を獲得することには直接つながらない、ということ。至高のアッラーは仰られました：《財産と子孫は現世の生活の飾り物であるが、永遠に残る善行こそはあなたの主の御許で最も優れた報奨であり、希望である》（洞窟章：46） ② 訳者注：礼拝の中の 1動作。いわゆる跪拝のこと。 
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ii−II  � �8 D!�  �h4 �8 	- �� �1 �~4 �b , �s 	Q�D4 	b� �>4�! �� , �s4	� ��� �>�5 �� �2 	1 �~ �b �>�!
 �B  ( �E �� , �K �7�D �< O�D�! �C7�!���� �� �? 	N� �'� �  �B��a �� , �Z � �£�5 �� �K �M 	Q �b  o �� �� , �Z� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラカラカラカラカ    サジャットゥサジャットゥサジャットゥサジャットゥ    ワワワワ    ビカビカビカビカ    アーマントゥアーマントゥアーマントゥアーマントゥ、、、、ワワワワ    ラカラカラカラカ    アスラムトゥアスラムトゥアスラムトゥアスラムトゥ。。。。サジャダサジャダサジャダサジャダ    ワジュヒヤワジュヒヤワジュヒヤワジュヒヤ    リッラズィーリッラズィーリッラズィーリッラズィー    ハラカフハラカフハラカフハラカフ、、、、ワワワワ    サウワサウワサウワサウワラフラフラフラフ、、、、ワワワワ    シャッカシャッカシャッカシャッカ    サムアフサムアフサムアフサムアフ    ワワワワ    バサラフバサラフバサラフバサラフ、、、、タタタタバーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフ    アハサヌルハーリキーンアハサヌルハーリキーンアハサヌルハーリキーンアハサヌルハーリキーン。。。。    「アッラーよ、私はあなたにサジダし、あなたを信仰し、あなたに従いました。私の顔はそれを創造し、形造り、そこから耳と目を刻み分けたお方に平伏します。最高の創造主アッラーに称えあれ。」 

i�−II, �2�� �c�9� O�� ��� �̀ 	a �b �; �Q�+ �M!� �� , �̂ � �� � 	c�
!� �� , �2( �
�D�X� ��� SS スブハーナスブハーナスブハーナスブハーナ    ズィルジャバルーティズィルジャバルーティズィルジャバルーティズィルジャバルーティ、、、、ワルマラクーワルマラクーワルマラクーワルマラクーティティティティ、、、、ワルキブリヤーイワルキブリヤーイワルキブリヤーイワルキブリヤーイ、、、、ワルアザマワルアザマワルアザマワルアザマ。。。。    「この上なき権勢と王国、強大さと偉大さの持ち主に称えあれ。」 

i�−II  � �8 D!�  �K4 �!  �� �� , �K4 D �- �� �K4  \�: , �K4 D �� h4�a	@ �� �� 	�4 �� 	d�   �K4�m�*�@l �, �� �Z ��4 �<� ��
 �Z  �� ��� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー    ザンビーザンビーザンビーザンビー    クッラクッラクッラクッラフフフフ、、、、ディッカフディッカフディッカフディッカフ    ワワワワ    ジッラフジッラフジッラフジッラフ、、、、ワワワワ    アウワラフアウワラフアウワラフアウワラフ    ワワワワ    
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アーヒラフアーヒラフアーヒラフアーヒラフ、、、、ワワワワ    アラーニヤタフアラーニヤタフアラーニヤタフアラーニヤタフ、、、、ワワワワ    スィッラフスィッラフスィッラフスィッラフ。。。。    「アッラーよ、大きいものも小さいものも、最初のものも最後のものも、知られているものもまだ知られていないものも、私の罪を全てお赦し下さい。」 

i�−II  � �8 D!�  �>4��� ��� �M �Q�5 �� , �>�� �µ �b 	� �� � � �} ���5 ��( �,� 3�L  , �>4�m �5(7 �, 	�4 ��
 �> �?��@ �U �, �s	*���� �) �� �s@� �>	*�D �, $̂ ��� �� �» 	N�  , �>	� �� �>�5 ��( �,� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビリダーカビリダーカビリダーカビリダーカ    ミンミンミンミン    サハティクサハティクサハティクサハティク。。。。ワワワワ    ビムアーファーティカビムアーファーティカビムアーファーティカビムアーファーティカ    ミミミミンンンン    ウクーバティクウクーバティクウクーバティクウクーバティク。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンクミンクミンクミンク。。。。ラーラーラーラー    ウフスィーウフスィーウフスィーウフスィー    サナーアンサナーアンサナーアンサナーアン    アライカアライカアライカアライカ    アンタアンタアンタアンタ    カマーカマーカマーカマー    アスナイタアスナイタアスナイタアスナイタ    アラーアラーアラーアラー    ナフスィクナフスィクナフスィクナフスィク。。。。    「アッラーよ、私はあなたのご満悦によってあなたの怒りからの、そしてあなたのお赦しによってあなたの懲罰からの、あなたによってあなたからのご加護を求めます。私はあなたが御自身を讃美されたようにあなたを讃美することは出来ません。」 

20202020．．．．2222回回回回ののののサジダサジダサジダサジダのののの間間間間、、、、座座座座っているっているっているっている時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー    
i�−II �� 	� ��d� 3e �B �� 	� ��d� 3e �B� SS ラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィル    リーリーリーリー、、、、ラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィル    リーリーリーリー。。。。    「主よ私を赦したまえ、主よ私を赦したまえ。」 
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i�−II  � �8 D!�  	 �c4 	-� �� , �� �1 	V� ��, h��	 �� 	B� ��, �� 	� ��d� �� , h�����4 �, �� , �� ,h4�� 	\ �� 	B�
h�� 	M �� 	B� ��� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー、、、、ワルハムニーワルハムニーワルハムニーワルハムニー、、、、ワワワワハディニーハディニーハディニーハディニー、、、、ワジュブルニーワジュブルニーワジュブルニーワジュブルニー、、、、ワワワワ    アーフィニーアーフィニーアーフィニーアーフィニー、、、、ワルズクニーワルズクニーワルズクニーワルズクニー、、、、ワルファアニーワルファアニーワルファアニーワルファアニー。。。。    「アッラーよ、私を赦し、私にお慈悲をかけ、私を導き、私を正し、私を守り、私に恩恵を与え、私の位階を上げて下さい。」 

21212121．．．．クルアーンクルアーンクルアーンクルアーン読誦読誦読誦読誦によるによるによるによるサジダサジダサジダサジダのののの時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 
��−II �Z4 � �£�5 �� �K �M 	Q4 �b  o4 �� �� , �K �7�D �< O�D�! �h �8 	- �� �1 �~ �b , �K4��  ( �\ �� �K4�! 	( �̀ �5 

� �C7�!���� �� �? 	N� �'� �  �B��a�m ��� � SS サジャダサジャダサジャダサジャダ    ワジュヒヤワジュヒヤワジュヒヤワジュヒヤ    リッラズィーリッラズィーリッラズィーリッラズィー    ハラカフハラカフハラカフハラカフ、、、、ワワワワ    シャッカシャッカシャッカシャッカ    サムアフサムアフサムアフサムアフ    ワワワワ    バサラフバサラフバサラフバサラフ    ビハウリビハウリビハウリビハウリヒヒヒヒ    ワワワワ    クウワティヒクウワティヒクウワティヒクウワティヒ。。。。ファタバーラカッラーフファタバーラカッラーフファタバーラカッラーフファタバーラカッラーフ    アハサヌルハーリキーンアハサヌルハーリキーンアハサヌルハーリキーンアハサヌルハーリキーン。。。。    「私の顔はそのお力によってそれを創造し、形造り、そこから耳と目を刻み分けたお方に平伏します。『最高の創造主アッラーに称えあれ。』」 

�G−II  � �8 D!�  �, �� �q �� 	��m 	�� �� �4 �8	D �M 	-� �� , $�B 	� �� �4� �q h43� �, 	x �} �� , $�� 	-� �  �1	�
 �:�� �: �  �1	a �, 	� �� � �8�m 	D a �7 �� �) �� h3� �� � �8	D a �7 �� �� , $�� 	<�� �  �1	� �,� SS 
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アッラーフンマクトゥブアッラーフンマクトゥブアッラーフンマクトゥブアッラーフンマクトゥブ    リーリーリーリー    ビハービハービハービハー    インダカインダカインダカインダカ    アジュラーアジュラーアジュラーアジュラー。。。。ワワワワ    ダァダァダァダァ    アンニーアンニーアンニーアンニー    ビハービハービハービハー    ウィズウィズウィズウィズラーラーラーラー。。。。ワジュアルハーワジュアルハーワジュアルハーワジュアルハー    リーリーリーリー    インダカインダカインダカインダカ    ズフラーズフラーズフラーズフラー。。。。ワワワワ    タカッバルハータカッバルハータカッバルハータカッバルハー    ミンニーミンニーミンニーミンニー    カマーカマーカマーカマー    タカッバタカッバタカッバタカッバルタハールタハールタハールタハー    ミンミンミンミン    アブデアブデアブデアブディカィカィカィカ    ダーウードダーウードダーウードダーウード。。。。    「アッラーよ、私のために（クルアーン読誦の）報奨をあなたの御許に書き留めて下さい。そしてそれによって私の罪という重荷を取り除いて下さい。そして私のためにそれをあなたの御許に蓄えて下さい。そしてあなたがあなたのしもべであるダーウードからそれを受け入れられたように、私からも受け入れて下さい。」 

22222222．．．．タシャッフドタシャッフドタシャッフドタシャッフド（（（（信仰告白信仰告白信仰告白信仰告白））））①    
��−II4� "#� �>4	*�D �, �zl4  ?!� , �2��a�*  �!� �� , �2� �(�D  u!� �� , �' �2��* �̀  m!�  �h43a��!� �

 �C �R�  u!� �'� �:��a �, �U �, �� ���	* �D �, �zl  ?!� , �K ��� �� �� �5 �� �'� �;� 	� �B �� � �K4!L  	�� �1 �8 	��
 �K �!( �b �B �� �Z �1	a �, $�1  Q� ��  �� �1 �8 	�� �� �'� L� SS アッタヒーヤートゥアッタヒーヤートゥアッタヒーヤートゥアッタヒーヤートゥ    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ、、、、ワッサラワートワッサラワートワッサラワートワッサラワートゥゥゥゥ、、、、ワッタイイバートゥワッタイイバートゥワッタイイバートゥワッタイイバートゥ。。。。アッサラームアッサラームアッサラームアッサラーム    アライカアライカアライカアライカ    アイユハンナビーユアイユハンナビーユアイユハンナビーユアイユハンナビーユ    ワワワワ    ラハマトゥッラーヒラハマトゥッラーヒラハマトゥッラーヒラハマトゥッラーヒ    ワワワワ    

                                         ① 礼拝の中の義務行為の内の 1つ。礼拝の 2ラクア、あるいは 3・4ラクア目を終えた時に、座ったまま無言でこの言葉を唱えます。 
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バラカートゥフバラカートゥフバラカートゥフバラカートゥフ。。。。アッサラームアッサラームアッサラームアッサラーム    アライナーアライナーアライナーアライナー    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    イバーディッラーヒッサーリヒーンイバーディッラーヒッサーリヒーンイバーディッラーヒッサーリヒーンイバーディッラーヒッサーリヒーン。。。。アシアシアシアシュハドゥュハドゥュハドゥュハドゥ    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワワワワ    アシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥ    アンナアンナアンナアンナ    ムハンマダンムハンマダンムハンマダンムハンマダン    アブドアブドアブドアブドゥフゥフゥフゥフ    ワワワワ    ラスールフラスールフラスールフラスールフ。。。。    「全ての讃美と祈りとよき言葉はアッラーに（捧げられます）。預言者よ、あなたの上に平安とアッラーのご慈悲と祝福がありますように。私たちに、そしてアッラーの敬虔なしもべたちに平安あれ。私はアッラー以外に真に崇拝すべきものは無いことを証言します。私はムハンマドがアッラーのしもべであり使徒であることを証言します。」 

23232323．．．．タシャッフドタシャッフドタシャッフドタシャッフド後後後後のののの    預言者預言者預言者預言者（（（（彼彼彼彼にアッラーからのにアッラーからのにアッラーからのにアッラーからの祝福祝福祝福祝福とととと平安平安平安平安あれあれあれあれ））））へのへのへのへの祈願祈願祈願祈願 

�g−II  � �8 D!�  �U �, ��  ��* �V� �� 	5L �U �, �s	* D �E �) �� , ]1  Q� �� �6� �U �, �� ]1  Q� �� �U �, 3T �E
 , [1* � �¼ [1*� �� �>P@L , ��* �V� �� 	5L �6�  � �8 D!�  �)4 �� ]14  Q� �� �6� �U4 �, �� ]14  Q� �� �U4 �, 	  �B�4 �5

 �B� �5 [1* � �¼ [1* �� �> @L , ��* �V� �� 	5L �6� �U �, �� ��* �V� �� 	5L �U �, �s 	�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    サッリサッリサッリサッリ    アラーアラーアラーアラー    ムハンマディンムハンマディンムハンマディンムハンマディン    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    アーリアーリアーリアーリ    ムハンマドゥムハンマドゥムハンマドゥムハンマドゥ。。。。カマーカマーカマーカマー    サッサッサッサッライタライタライタライタ    アラーアラーアラーアラー    イブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマ    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    アアアアーリーリーリーリ    イブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマ、、、、インナカインナカインナカインナカ    ハミードゥンハミードゥンハミードゥンハミードゥン    
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マジードゥマジードゥマジードゥマジードゥ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    バーリクバーリクバーリクバーリク    アラーアラーアラーアラー    ムハンマディンムハンマディンムハンマディンムハンマディン    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    アーリアーリアーリアーリ    ムハンマドムハンマドムハンマドムハンマドゥゥゥゥ。。。。カマーカマーカマーカマー    バーラクタバーラクタバーラクタバーラクタ    アラーアラーアラーアラー    イブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマ    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    アーリアーリアーリアーリ    イブラーヒーイブラーヒーイブラーヒーイブラーヒーママママ、、、、インナカインナカインナカインナカ    ハミードゥンハミードゥンハミードゥンハミードゥン    マジードゥマジードゥマジードゥマジードゥ。。。。    「アッラーよ、あなたがイブラーヒームと彼の一族に栄光をお与えになったように、ムハンマドとムハンマドの一族にも栄光をお与え下さい。あなたこそ全ての讃美と栄光の主です。アッラーよ、あなたがイブラーヒームと彼の一族を祝福されたように、ムハンマドとムハンマドの一族を祝福して下さい。あなたこそ全ての讃美と栄光の主です。」 
�i−II  � �8 D!�  �)4 �� , �K4�m  � 3B� �� �K4 �-� �� 	�� �U �, �� ]1  Q� �� U �, 3T �E �6� �U4 �, �s	* D4 �E

 �6� �U4 �, �s4 	� �B��5 �)4 �� , �K4�m  � 3B �� �� �K4 �-� �� 	�� �U4 �, �� ]14  Q� �� �U �, 	  �B��5 �� , ��* �V� �� 	5L
 [1* �¼ [1* �� �> @L , ��* �V� �� 	5L� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    サッリサッリサッリサッリ    アラーアラーアラーアラー    ムハンマディンムハンマディンムハンマディンムハンマディン    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    アズワージヒアズワージヒアズワージヒアズワージヒ    ワワワワ    ズッリーヤティヒズッリーヤティヒズッリーヤティヒズッリーヤティヒ。。。。カマーカマーカマーカマー    サッライタサッライタサッライタサッライタ    アラーアラーアラーアラー    アーリアーリアーリアーリ    イブラーヒイブラーヒイブラーヒイブラーヒームームームーム。。。。ワワワワ    バーリクバーリクバーリクバーリク    アラーアラーアラーアラー    ムハンマディンムハンマディンムハンマディンムハンマディン    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    アズワージヒアズワージヒアズワージヒアズワージヒ    ワワワワ    ズッリーヤティヒズッリーヤティヒズッリーヤティヒズッリーヤティヒ。。。。カカカカマーマーマーマー    バーラクタバーラクタバーラクタバーラクタ    アラーアラーアラーアラー    アーリアーリアーリアーリ    イブラーヒーイブラーヒーイブラーヒーイブラーヒー
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ムムムム。。。。インナカインナカインナカインナカ    ハミードゥンハミードゥンハミードゥンハミードゥン    マジードゥマジードゥマジードゥマジードゥ。。。。    「アッラーよ、あなたがイブラーヒームと彼の一族に栄光をお与えになったように、ムハンマドとムハンマドの妻たちと子孫たちに栄光をお与え下さい。アッラーよ、あなたがイブラーヒームと彼の一族を祝福したように、ムハンマドとムハンマドの妻たちと子孫たちを祝福して下さい。あなたこそ全ての讃美と栄光の主です。」 

24242424．．．．サラームサラームサラームサラーム①のののの前前前前のののの最後最後最後最後ののののタシャッフドタシャッフドタシャッフドタシャッフド後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー    
��−II  � �8 D!�  �;��	m�� 	� �� �� , �� � �8 �- �e�� �, 	� �� �� , � 	c �7!� �e�� �, 	� �� �>�5 �( �,� 3�L

 �6�  -  1!� �¦* �?�X� �;��	m�� 3 �Y 	� �� �� , �2 �)�X� �� ��* 	̀ �X�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    アザービルカブルアザービルカブルアザービルカブルアザービルカブル。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    アザービアザービアザービアザービ    ジャハンジャハンジャハンジャハンナムナムナムナム。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    フィトゥナティルマハヤーフィトゥナティルマハヤーフィトゥナティルマハヤーフィトゥナティルマハヤー    ワルワルワルワルママートゥママートゥママートゥママートゥ。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    フィトゥナティフィトゥナティフィトゥナティフィトゥナティルマスィーヒッルマスィーヒッルマスィーヒッルマスィーヒッダッジャールダッジャールダッジャールダッジャール。。。。    「アッラーよ、私はあなたに墓の懲罰、地獄の懲罰、生と死の試練、偽メシアの災難からのご加護を願います。」 

                                         ① 訳者注：礼拝の締めくくりの時の動作。タスリームのこと。 
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��−II  � �8 D!�  �¦*4 �?�X� �;4��	m�� 	�4 �� �>4�5 �( �,� �� , � 	c �7!� �e�� �, 	� �� �>�5 �( �,� P�L
 �2 �)�X� �� ��* 	̀ �X� �;��	m�� 	� �� �>�5 �( �,� �� , �6�  -  1!� �  � �8 D!�  ��	�4�X� 	�4 �� �>�5 �( �,� P�L ��

 �z �� 	/�X� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    アザービルカブルアザービルカブルアザービルカブルアザービルカブル。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    フフフフィトゥナティルマスィーヒッダッジャールィトゥナティルマスィーヒッダッジャールィトゥナティルマスィーヒッダッジャールィトゥナティルマスィーヒッダッジャール。。。。ワワワワ    アアアアウーズウーズウーズウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    フィトゥナティルマハヤーフィトゥナティルマハヤーフィトゥナティルマハヤーフィトゥナティルマハヤー    ワルママートゥワルママートゥワルママートゥワルママートゥ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウアウアウアウーズーズーズーズ    ビカビカビカビカ    ミナルマアサミミナルマアサミミナルマアサミミナルマアサミ    ワルマグラムワルマグラムワルマグラムワルマグラム。。。。    「アッラーよ、私はあなたに墓の懲罰、偽メシアからの災難、生と死の試練からのご加護を求めます。アッラーよ、私はあなたに罪を犯すことと負債からのご加護を求めます。」 

��−II  � �8 D!�  , �s4@� �L �e(�@�4!� ��4 ��/ ��  �� , $�%4& �� $)	D �¡ �¤	��@ �s 	Q�D �¡ 3�L
 ��*N  �!� �B(� �/!� �s@� �>P@L h��	 �� 	B� �� �  �1	� �, 	� �� $. �� ��/ �� �� 	� ��d���� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    ザラムトゥザラムトゥザラムトゥザラムトゥ    ナフスィナフスィナフスィナフスィーーーー    ズルマンズルマンズルマンズルマン    カスィーランカスィーランカスィーランカスィーラン、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ヤグフィヤグフィヤグフィヤグフィルッズヌーバルッズヌーバルッズヌーバルッズヌーバ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    リーリーリーリー    マグフィラタンマグフィラタンマグフィラタンマグフィラタン    ミンミンミンミン    インディカインディカインディカインディカ    ワルハワルハワルハワルハムニームニームニームニー、、、、インナカインナカインナカインナカ    アンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒーム。。。。    
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「アッラーよ、私は自分自身に沢山の不正を働きました。そして罪を赦されるお方は、あなたをおいて他にありません。ですから私を赦し、私にご慈悲を垂れて下さい。あなたこそよく赦すお方、慈悲深きお方であられます。」 
��−II  � �8 D!�  , �s4	��D 	,� � �� �� , �2 	B � 	�� � �� �� , �2 	�  <� � �� �� , �s	�  1�\ � �� �� 	� �� 	d�

 ���D 	,� �s@� � �� �� , �s	� � 	�� � �� ��  hP� �� �K�5 � �z 31 �7�X� �s@�,  L �K4!L  �� 3< ��4�X� �s@� ��
 �s@�� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー    マーマーマーマー    カッダムトカッダムトカッダムトカッダムトゥゥゥゥ、、、、ワワワワ    マーマーマーマー    アッハルトゥアッハルトゥアッハルトゥアッハルトゥ、、、、ワワワワ    マーマーマーマー    アスラルアスラルアスラルアスラルトゥトゥトゥトゥ、、、、ワワワワ    マーマーマーマー    アァラントゥアァラントゥアァラントゥアァラントゥ、、、、ワワワワ    マーマーマーマー    アスラアスラアスラアスラフトゥフトゥフトゥフトゥ、、、、ワワワワ    マーマーマーマー    アンタアンタアンタアンタ    アァラムアァラムアァラムアァラム    ビヒビヒビヒビヒ    ミンミンミンミンニーニーニーニー。。。。アンタルムカッディムアンタルムカッディムアンタルムカッディムアンタルムカッディム    ワワワワ    アンタルムアッアンタルムアッアンタルムアッアンタルムアッヒルヒルヒルヒル    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。    「アッラーよ、私が既に犯してしまった、そしてこれから犯すであろう過ちをお赦し下さい。また私が密に、露わに犯した過ちと私の行き過ぎ、そしてあなたが私よりもそれらをよくご存知であるところの私の罪をお赦し下さい。あなたこそ事を先立たせ、遅らせるお方。あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。」 
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��−II  � �8 D!�  �>�� �:��a �, �� 	? �N �� , �  �� 	
 �� �� , �  �� 	��� �U �, h3� �,�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アインニーアインニーアインニーアインニー    アラーアラーアラーアラー    ズィクリカズィクリカズィクリカズィクリカ、、、、ワワワワ    シュクリカシュクリカシュクリカシュクリカ、、、、ワワワワ    フスニフスニフスニフスニ    イバーダティクイバーダティクイバーダティクイバーダティク。。。。    「アッラーよ、あなたを唱念すること、あなたへの感謝、あなたをよく崇拝することにおいて私に力をお貸し下さい。」 

��−II  � �8 D!�  �>4�5 ��(4 �,� �� , ��	a�9� �� �� �>�5 �( �,� �� , �T 	µ�a!� �� �� �>5� ��( �,� P�L
 � 	c �7!� �e�� �, �� ��* 	@ "1!� �;��	m�� 	� �� �>�5 ��( �,�� �� , �� 	Q �M!� �6 �� 	B�� ��L  : �B�� 	�� 	� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナミナミナミナルブフルルブフルルブフルルブフル。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナルジュブンミナルジュブンミナルジュブンミナルジュブン。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    アンアンアンアン    ウラッダウラッダウラッダウラッダ    イライライライラーーーー    アルザリルウムルアルザリルウムルアルザリルウムルアルザリルウムル。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    フィトゥナティッドゥンヤーフィトゥナティッドゥンヤーフィトゥナティッドゥンヤーフィトゥナティッドゥンヤー    ワワワワ    アザービルカブアザービルカブアザービルカブアザービルカブルルルル。。。。    「アッラーよ、私はあなたに吝嗇と臆病、厭わしい年齢に戻らされること①、そして現世の試練と墓の懲罰からのご加護を求めます。」 

�G−II  � �8 D!�  �B� �!� �� �� �>�5 ��( �,�� �� �; ��9� �>�!�� 	b�� 3�L�SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカルジャンナアスアルカルジャンナアスアルカルジャンナアスアルカルジャンナ
                                         ① 訳者注：老衰して身体的に脆弱で知性も衰えた、幼児期のような状態に舞い戻ること。 
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タタタタ    ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナンナールミナンナールミナンナールミナンナール。。。。    「アッラーよ、私はあなたに天国を請い願い、あなたに地獄の業火からのご加護を求めます。」 

��−II  � �8 D!�  �.�4�*�R� �s4 	Q�D �, �4 �� h���* 	N�� �o	D��� �U �, �>�� �B 	1 �\ �� ��	* �/!� �> �Q	D �M�5
 , �� $� 	% �< �.� �� �(!� �s 	Q�D �, � ���L h��  � �( �� �� �� $� 	% �<  �4 �8 D!�  �A �>�m�*4 	J �< �>�!��4 	b�� 3�L 

 �>�!��4 	b�� �� , ��4 �� �/!� �� �4 �} 3�!� �A 3o4�R� �;4 �Q�D �� �>�!�� 	b�� �� , �. �:� �8  J!� ��  ��	* �/!�
  ] 	C4 �, �.  �4 �\ �>�!��4 	b�� �� , �14 ��	� ��  $)*4M�@ �>�!��4 	b�� �� , �� 	7 ��!� �� ��� �/!� �A �1 	u �7!�

 	b�� �� , �̂ � �� �7!� �1 	M �5 � �} 3�!� �>�!�� 	b�� ��  , �x�� �7	� �� , �2 	(4�X� �14 	M �5 ��	*4 �M!� �: 	�4 �5 �>�!��
  �� ].4  �=�� �̂ �  �½ � 	% �d �A �>��� �7�! ��L �© 	(  J!� �� �> �8 	- �� ��L ���+ �!� �.  � �! �>�!�� 	b�� ��

 , ]; D �� �� ];��	m��  � �8 D!�  ���1�m 	8 �� $.� �1 �V ��� 	D �M 	-� �� �� �)�¨� �;��� �t�5 � � 3� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ビイビイビイビイルミカルガイバルミカルガイバルミカルガイバルミカルガイバ    ワワワワ    クドゥクドゥクドゥクドゥラティカラティカラティカラティカ    アラルハルキアラルハルキアラルハルキアラルハルキ    アハイニーアハイニーアハイニーアハイニー    マーマーマーマー    アリアリアリアリムタルハヤータムタルハヤータムタルハヤータムタルハヤータ    ハイラッリーハイラッリーハイラッリーハイラッリー。。。。ワワワワ    タワッファニタワッファニタワッファニタワッファニーーーー    イザーイザーイザーイザー    アリムタルワファータアリムタルワファータアリムタルワファータアリムタルワファータ    ハイラッリーハイラッリーハイラッリーハイラッリー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ハシヤタハシヤタハシヤタハシヤタカカカカ    フィルガイビフィルガイビフィルガイビフィルガイビ    ワッシャハーダワッシャハーダワッシャハーダワッシャハーダ。。。。ワワワワ    アスアルアスアルアスアルアスアルカカカカ    カリマタルハッキカリマタルハッキカリマタルハッキカリマタルハッキ    フィッリダーフィッリダーフィッリダーフィッリダー    ワルガダブワルガダブワルガダブワルガダブ。。。。ワワワワ    アスアルカルカスダアスアルカルカスダアスアルカルカスダアスアルカルカスダ    フィルギナーフィルギナーフィルギナーフィルギナー    ワルファワルファワルファワルファクルクルクルクル。。。。ワワワワ    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ナイーマッラーナイーマッラーナイーマッラーナイーマッラー    ヤンファヤンファヤンファヤンファドゥドゥドゥドゥ。。。。ワワワワ    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    クッラタクッラタクッラタクッラタ    アイニッラーアイニッラーアイニッラーアイニッラー    
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タンカティゥタンカティゥタンカティゥタンカティゥ。。。。ワワワワ    アスアルカッリダーアスアルカッリダーアスアルカッリダーアスアルカッリダー    バァダルバァダルバァダルバァダルカダーカダーカダーカダー。。。。ワワワワ    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    バルダルアイシバルダルアイシバルダルアイシバルダルアイシ    バァダバァダバァダバァダルマウトゥルマウトゥルマウトゥルマウトゥ。。。。ワワワワ    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ラッザタンナザリラッザタンナザリラッザタンナザリラッザタンナザリ    イラーイラーイラーイラー    ワジュヒカワジュヒカワジュヒカワジュヒカ    ワッシャウカワッシャウカワッシャウカワッシャウカ    イラーイラーイラーイラー    リカリカリカリカーイカーイカーイカーイカ    フィーフィーフィーフィー    ガイリガイリガイリガイリ    ダッラーアダッラーアダッラーアダッラーア    ムディッラムディッラムディッラムディッラティンティンティンティン    ワワワワ    ラーラーラーラー    フィトゥナティンフィトゥナティンフィトゥナティンフィトゥナティン    ムディッラムディッラムディッラムディッラ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ザイインナーザイインナーザイインナーザイインナー    ビズィーナティルビズィーナティルビズィーナティルビズィーナティルイーマーニイーマーニイーマーニイーマーニ    ワジュアルナーワジュアルナーワジュアルナーワジュアルナー    フダータンフダータンフダータンフダータン    ムフタムフタムフタムフタディーンディーンディーンディーン。。。。    「アッラーよ、不可視なる世界を知るあなたの知識によって、創造の力によって、私にとって生が良いとご判断される限り私を生かせて下さい。そしてもし私にとって死が良いとご判断されるならば、私を死なせて下さい。アッラーよ、私は不可視なる世界と可視なる世界においてあなたを畏れる事を求めます。そして満足においても怒りにおいても真理の言葉を求めます。そして裕福さにおいても貧しさにおいても控えめであることを求めます。私は絶えることのない恩恵を求め、不断の喜びを請い願います。そして既に定められた運命に対しての満足を、死後の（天国での）涼しい生活を、あなたのお顔を拝見
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する喜びと、害する者の害悪と迷妄の災難を被ることなくあなたに謁見することへの切望を求めます。アッラーよ、信仰という宝飾によって私を飾り、私たちを導き導かれる者として下さい。」 

�g−II  � �8 D!�  �j� �1 �N� �(!� �> @���5 �'� � �� �>�!�� 	b�� 3��L 	14�D �� 	 �° �O�!� �1 �Q  u!� �1 �N  	 �° ��
 	1 �!( ��  ��* �N  �!� �B( �� �/!� �s@� �> @L �(�@ �� �� �� �� 	/ �� 	�� , [1 �N�� $�( �� �� �K �! 	� �
 �� 	 �° ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ヤーヤーヤーヤー    アアアアッラーフッラーフッラーフッラーフ    ビアンナビアンナビアンナビアンナカルワーヒドゥルアハドゥッサカルワーヒドゥルアハドゥッサカルワーヒドゥルアハドゥッサカルワーヒドゥルアハドゥッサマドゥッラズィーマドゥッラズィーマドゥッラズィーマドゥッラズィー    ラムラムラムラム    ヤリドゥヤリドゥヤリドゥヤリドゥ    ワワワワ    ラムラムラムラム    ユユユユーラドゥーラドゥーラドゥーラドゥ    ワワワワ    ラムラムラムラム    ヤクッラフヤクッラフヤクッラフヤクッラフ    クフワンクフワンクフワンクフワン    アハアハアハアハドゥンドゥンドゥンドゥン、、、、アンアンアンアン    タグフィラタグフィラタグフィラタグフィラ    リーリーリーリー    ズヌービーズヌービーズヌービーズヌービー。。。。イイイインナカンナカンナカンナカ    アンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒーム。。。。    「生むことも生まれることもなく、比べ得る何者もなく、唯一で自存されるアッラーよ、私はあなたに私の罪を赦して下さることを求めます。実にあなたこそよく赦される慈悲深き方であられます。」 

�i−II  � �8 D!�  �K4!L  �1 	Q�R� �>�!  ����5 �>�!�� 	b�� 3�L �>4� �Y  �  �14 	N �� �s4@� L
, �>�!  �4 �� "h4 �N �4 �� , �z� ��4 	�¨� �� �6l�9� � �� � �� �n 	Bj� �� �2� �� �)  ?!� �x� �1 �5 � �� ��� ��X�

 �B� �!� �� �� �>�5 ��( �,�� �� �; ��9� �>�!�� 	b�� 3�L �z("* �\� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ビアンナビアンナビアンナビアンナ    
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ラカルハムダラカルハムダラカルハムダラカルハムダ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンタアンタアンタアンタ    ワハダカワハダカワハダカワハダカ    ラーラーラーラー    シャリーシャリーシャリーシャリーカカカカ    ラクラクラクラク。。。。アルマンナーアルマンナーアルマンナーアルマンナーヌヌヌヌ、、、、ヤーヤーヤーヤー    バディーアッサマーワーティバディーアッサマーワーティバディーアッサマーワーティバディーアッサマーワーティ    ワルアルワルアルワルアルワルアルドゥドゥドゥドゥ。。。。    ヤーヤーヤーヤー    ザルジャラーリザルジャラーリザルジャラーリザルジャラーリ    ワルイクラームワルイクラームワルイクラームワルイクラーム。。。。ヤーヤーヤーヤー    ハイユハイユハイユハイユ    ヤーヤーヤーヤー    カイユームカイユームカイユームカイユーム。。。。インニーインニーインニーインニー    アスアスアスアスアルカルジャンナタアルカルジャンナタアルカルジャンナタアルカルジャンナタ    ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナンミナンミナンミナンナールナールナールナール。。。。    「アッラーよ、あなたにこそ賞賛があり、あなた以外に真に崇拝すべきものはなく、他に並ぶものもないお方。恵み深きお方、天地の創造者、崇高さと栄誉の主、永遠に生き、自存されるお方。私はあなたに天国を希求し、地獄の業火からのご加護を求めます。」 

��−II  � �8 D!�  �!�� 	b�� 3�Lj� �s4@� L �K4!L  �'� �s4@� �>4 @� �1 �8 	��� 3����5 �> �14 �N
 	1�D �� 	 �° O ��!� �1 �Q  u!�  	1 �!( �� 	 �° ��  [1 �N�� $�( �� �� �K �! 	� �
 �� 	 �° ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ビアンニビアンニビアンニビアンニーーーー    アシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥ    アンナカアンナカアンナカアンナカ    アンタッラーフアンタッラーフアンタッラーフアンタッラーフ    ララララーーーー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンタルアハドゥッサマアンタルアハドゥッサマアンタルアハドゥッサマアンタルアハドゥッサマドゥッラズィードゥッラズィードゥッラズィードゥッラズィー    ラムラムラムラム    ヤリドゥヤリドゥヤリドゥヤリドゥ    ワワワワ    ラムラムラムラム    ユーユーユーユーラドゥラドゥラドゥラドゥ    ワワワワ    ラムラムラムラム    ヤクッラフーヤクッラフーヤクッラフーヤクッラフー    クフクフクフクフワンワンワンワン    アハアハアハアハドゥドゥドゥドゥ。。。。    
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「アッラーよ、生むことも生まれることもなく、比べ得る何者もなく、唯一で自存されるあなた以外に真に崇拝すべきものはないことを私は証言します。」 
25252525．．．．礼拝礼拝礼拝礼拝ののののサラームサラームサラームサラーム後後後後のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル    

��−II �'� �� �� 	/�m 	b��I $��l��S  � �8 D!� l  ?!� �>	� �� �� �zl  ?!� �s	@� �z � �� �4 �� �s4 	� �B��a �� ,
 �z� �� 	�¨� �� �6l�9�� SS アスタグフィルッラーアスタグフィルッラーアスタグフィルッラーアスタグフィルッラー（（（（××××3333回回回回））））。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アアアアンタッサラームンタッサラームンタッサラームンタッサラーム、、、、ワワワワ    ミンカッサラームミンカッサラームミンカッサラームミンカッサラーム、、、、タバーラタバーラタバーラタバーラクタクタクタクタ    ヤーヤーヤーヤー    ザルジャラーリザルジャラーリザルジャラーリザルジャラーリ    ワルイクラームワルイクラームワルイクラームワルイクラーム。。。。    「私はアッラーにお赦しを請います（×3 回）。アッラーよ、あなたこそが平安の主で、平安はあなたからのものです。崇高さと栄誉の主に称えあれ。」 

��−II 3T4 �� �U �, �( �V �� �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L 
 , [��1�\ ]̂ 	� ��  � �8 D!�  �� 	,�� ���X �x�@� ��  � �� �x4 ��	� ��  �� , �s4 	M�� �� �4��X �h�� 	M ��  �� , �s	*

 "1�9� �>	� �� 31�9�� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ、、、、ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラーラーラーラー    マーニアマーニアマーニアマーニア    リマリマリマリマーーーー    アァタイタアァタイタアァタイタアァタイタ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ムゥティヤムゥティヤムゥティヤムゥティヤ    リマーリマーリマーリマー    
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マナァタマナァタマナァタマナァタ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ヤンファウヤンファウヤンファウヤンファウ    ザルジャッディザルジャッディザルジャッディザルジャッディ    ミンカルジャッドゥミンカルジャッドゥミンカルジャッドゥミンカルジャッドゥ。。。。    「唯一で並ぶ者無きお方、アッラー以外に真に崇拝すべきものはいません。主権と讃美はかれの御許にあり、かれは全能のお方です。アッラーよ、あなたが与えたものを禁じる者はなく、あなたが禁じれば他に与える者はおりません。（現世における）どんな優れた境遇も、あなたの御許での真の幸福を益することはありません。①」 
��−II 3T4 �� �U �, �( �V �� �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L 

 �� �6 	( �N  , [�� �1 �\ ]̂ 	� �� �K4 �! , �Z� ���L L �1�a 	M�@  �� , �'� L �K!L  , �'��5 L �.  ( �\ 
 	(4 �! ��  ��� 314!� �K �! �C �u�D	 �º �'� L �K!L  , �� �?�R� �̂ ��� &!� �K �! �� �T 	� ��!� �K �! �� �; �Q 	M3�!�

 ��� ����� �
!� �Z �� ��� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ、、、、ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク、、、、ワワワワ    ラフラフラフラフルハムルハムルハムルハムドゥドゥドゥドゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャインシャインシャインシャイン    カデカデカデカディールィールィールィール。。。。ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッイッイッイッラーラーラーラー    ビッラービッラービッラービッラー。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ナァブドゥナァブドゥナァブドゥナァブドゥ    イッラーイッラーイッラーイッラー    イーヤーフイーヤーフイーヤーフイーヤーフ。。。。ララララ
                                         ①訳者注：46頁の脚注①参照のこと。 
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フンニァマトゥフンニァマトゥフンニァマトゥフンニァマトゥ    ワワワワ    ラフルファドゥルラフルファドゥルラフルファドゥルラフルファドゥル    ワラフッワラフッワラフッワラフッサナーウルハサンサナーウルハサンサナーウルハサンサナーウルハサン。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラーフフフフ    ムフリスィーナムフリスィーナムフリスィーナムフリスィーナ    ラフッディーナラフッディーナラフッディーナラフッディーナ    ワワワワ    ラウラウラウラウ    カリハルカーフィルーンカリハルカーフィルーンカリハルカーフィルーンカリハルカーフィルーン。。。。    「唯一で並ぶ者無きお方、アッラー以外に真に崇拝すべきものはいません。主権と讃美はかれの御許にあり、かれは全能のお方です。至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもありません。アッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、私たちはかれ以外を崇拝しません。恩恵と超越性はかれにこそ属し、そしてかれにこそよき誉れがあります。アッラー以外に真に崇拝すべきものはいません。例え不信者たちが忌み嫌おうとも、私たちはアッラーに誠意を尽して仕えます。」 

��−II � �c4 	��� �'� �� , �' �1 	Q�R� �� , �'� ��� �̀ 	a �bI �C4��l� �� $�4�l�S �'� L �K4!L 
 �>� � �Y  �Z �1 	N ��  [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ 3T �� �U �, �( �V �� , �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �!� SS スブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒ、、、、ワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥ    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ、、、、ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル（（（（××××33333333 回回回回））））。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ララララフフフフ、、、、ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムドゥラフルハムドゥラフルハムドゥラフルハムドゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カディールカディールカディールカディール。。。。    
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「アッラーに称えあれ、そしてアッラーにこそ全ての賞賛があり、アッラーは偉大です（各 33回）。唯一で並ぶ者無きお方、アッラー以外に真に崇拝すべきものはありません。主権と讃美はかれの御許にあり、かれは全能のお方です。」 

��− ��* �N  �!� ��� 	�  �4!� �'� �� 	?�5� [14 �N�� � '� �(4 �V 	T4�\* �1 �Q4  u!� � '�* 	 �° �� 	14�D �� 	 �°
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   ビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒーム『『『『クルクルクルクル    フワッラーフフワッラーフフワッラーフフワッラーフ    アハドゥアハドゥアハドゥアハドゥ＊＊＊＊アッラーフッサマドゥアッラーフッサマドゥアッラーフッサマドゥアッラーフッサマドゥ＊＊＊＊ラムラムラムラム    ヤリドゥヤリドゥヤリドゥヤリドゥ    ワワワワ    ラムラムラムラム    ユーラドゥユーラドゥユーラドゥユーラドゥ    ＊＊＊＊ワワワワ    ララララムムムム    ヤクッラフヤクッラフヤクッラフヤクッラフ    クフワンクフワンクフワンクフワン    アハドゥアハドゥアハドゥアハドゥ』』』』    ビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒーム『『『『クルクルクルクル    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビラッビルファラクビラッビルファラクビラッビルファラクビラッビルファラク＊＊＊＊ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ハラクハラクハラクハラク＊＊＊＊ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    ガースィキンガースィキンガースィキンガースィキン    イザーイザーイザーイザー    ワワワワカブカブカブカブ＊＊＊＊ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリンナッファーシャッリンナッファーシャッリンナッファーシャッリンナッファー
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サーティサーティサーティサーティ    フィルウカドゥフィルウカドゥフィルウカドゥフィルウカドゥ＊＊＊＊ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    ハースィディンハースィディンハースィディンハースィディン    イザーイザーイザーイザー    ハサドゥハサドゥハサドゥハサドゥ』』』』    ビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒーム『『『『クルクルクルクル    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビラッビンナースビラッビンナースビラッビンナースビラッビンナース＊＊＊＊マリキンナースマリキンナースマリキンナースマリキンナース＊＊＊＊イイイイラーヒンナースラーヒンナースラーヒンナースラーヒンナース＊＊＊＊ミンミンミンミン    シャッリルワスワースィルシャッリルワスワースィルシャッリルワスワースィルシャッリルワスワースィルハンナースハンナースハンナースハンナース＊＊＊＊アッラズィーアッラズィーアッラズィーアッラズィー    ユワスウィスユワスウィスユワスウィスユワスウィス    フィーフィーフィーフィー    スドゥーリンナーススドゥーリンナーススドゥーリンナーススドゥーリンナース＊＊＊＊ミナルジンナティミナルジンナティミナルジンナティミナルジンナティ    ワンナーワンナーワンナーワンナースススス』』』』（（（（各礼拝後各礼拝後各礼拝後各礼拝後にににに言言言言うううう）））） 「慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え、《かれはアッラー、唯一なる御方。＊ アッラーは、自存される御方。＊ 御産みなさらないし、御産れになられたのでもない。 ＊かれに比べ得る何ものもない。》』【純正章：1～4】慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え，《梨明の主にご加護を乞う。＊かれが創られるものの悪から。＊更けゆく夜の闇の悪から。＊結び目に息を吹き込む女たちの悪から。①＊ また、嫉妬する者の嫉妬の悪から。》』【黎明章：1～5】慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え、《ご加護を乞う、人間
                                         ① 訳者注：当時の呪術の典型的な形として、縄に結び目を施し、そこに息を吹き込むものがありました。 
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の主に。＊ 人間の王、＊人間の崇拝するお方に。＊頻繁に忍び込んでは囁きかける者の悪から。＊それは人間の胸に囁きかける。＊ジンであろうと、人間であろうと。》』【人間章：1～6】 

�G− � �A �4 �� �K4  ! [z 	(4�@ � �� [;��4 �b �Z ��4 �<	� �� � �z(4"* �7 	!� "h4� 	R� �( �V  �L �K4 �!�L � �P'�
 � 	C4�5 �4 �� ��4�D 	M �� �K4�@ 	��±�5  �L �Z �14	� �, �x �� 	J�� O ��  !� � �� � �� �n 	B�j� �A � �� �� �2� �� �)  ?!�

 �< � �� �� 	��# �1 	��� �K"*4 �b 	� �� �x4 �b �� ^�4 �� �)4�5  �L �K �Q	D �, 	� 3� ]̂ 	 �¾�5 ��(��*� �¿ � �� 	� �8 ��	D
 ��*�+ �M 	!� " �f �M 	!� �( �V �� �) �8�+ 	� �N �Z �:� �� �� � �� �n 	B�j� �� �2� �� �)  ?!�� � 『『『『アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    フワルフワルフワルフワルハイユルカイユームハイユルカイユームハイユルカイユームハイユルカイユーム。。。。    ラーラーラーラー    タアフズフタアフズフタアフズフタアフズフ    スィナスィナスィナスィナトゥントゥントゥントゥン    ワワワワ    ラーラーラーラー    ナウムナウムナウムナウム。。。。ラフラフラフラフ    マーマーマーマー    フィッサフィッサフィッサフィッサマーワーティマーワーティマーワーティマーワーティ    ワワワワ    マーマーマーマー    フィフィフィフィルアルドゥルアルドゥルアルドゥルアルドゥ。。。。マンマンマンマン    ザッラズィーザッラズィーザッラズィーザッラズィー    ヤシュファウヤシュファウヤシュファウヤシュファウ    インダフインダフインダフインダフ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビイズニヒビイズニヒビイズニヒビイズニヒ。。。。ヤァラムヤァラムヤァラムヤァラム    マーマーマーマー    バイナバイナバイナバイナ    アイディーアイディーアイディーアイディーヒムヒムヒムヒム    ワワワワ    マーマーマーマー    ハルファフムハルファフムハルファフムハルファフム。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ユヒーユヒーユヒーユヒートゥーナトゥーナトゥーナトゥーナ    ビシャイインビシャイインビシャイインビシャイイン    ミンミンミンミン    イルミヒイルミヒイルミヒイルミヒ    イッライッライッライッラーーーー    ビマービマービマービマー    シャーシャーシャーシャー。。。。    ワスィアワスィアワスィアワスィア    クルスィーユフクルスィーユフクルスィーユフクルスィーユフッサマーワーティッサマーワーティッサマーワーティッサマーワーティ    ワルアルダワルアルダワルアルダワルアルダ    ワワワワ    ラーラーラーラー    ヤウーヤウーヤウーヤウードゥフドゥフドゥフドゥフ    ヒフズフマーヒフズフマーヒフズフマーヒフズフマー。。。。ワワワワ    フワルアリーユルアズフワルアリーユルアズフワルアリーユルアズフワルアリーユルアズィームィームィームィーム』』』』（（（（各礼拝後各礼拝後各礼拝後各礼拝後にににに言言言言うううう））））    「アッラー、かれはかれの他に真に崇拝すべきもの
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はなく、永生し自存される御方。まどろみも熟睡も、かれをとらえることはない。天にあり地にある全てのものは、かれのものである。かれのお許しなくして、誰がかれの御許で執り成すことが出来ようか。かれは（人々の）以前のことも以後のことをも知っておられる。かれの御意に適ったことの他、彼らはかれの御知識に就いて、何も会得するところはないのである。かれの玉座は、全ての天と地を覆って広がり、この 2 つを守って、疲れも覚えられない。かれは至高にして至大であられる。」【雌牛章：255】 

��−II �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L , �s4* �Q �� �� h�*	 �¿ �1 	Q�R� 
 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ 3T �� �U �, �( �V ��  � SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ、、、、ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ    ユフイーユフイーユフイーユフイー    ワワワワ    ユミートゥユミートゥユミートゥユミートゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラアラアラアラーーーー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カディールカディールカディールカディール。。。。（（（（マグリブとマグリブとマグリブとマグリブとファジュルのファジュルのファジュルのファジュルの礼拝後礼拝後礼拝後礼拝後 10101010回言回言回言回言うううう））））    「唯一で並ぶ者無きお方、アッラー以外に真に崇拝すべきものはなし。主権と讃美はかれにこそ属します。かれは生と死を与えるお方。そしてかれこそは全能のお方です。」 
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�g−II  � �8 D!�  �r $�\ 	� �B �� , $�M����@ $)	D �, �>�!�� 	b�� 3�L l�a �7�m �� l �Q �, �� , $�a3*�SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    イルマンイルマンイルマンイルマン    ナーフィアーナーフィアーナーフィアーナーフィアー。。。。ワワワワ    リズカンリズカンリズカンリズカン    タイイバータイイバータイイバータイイバー。。。。ワワワワ    アアアアマランマランマランマラン    ムタカッバラームタカッバラームタカッバラームタカッバラー。。。。（（（（ファジュルのファジュルのファジュルのファジュルの礼拝後礼拝後礼拝後礼拝後サラーサラーサラーサラームのムのムのムの後後後後にににに言言言言うううう））））    「アッラーよ、私はあなたに有益な知識を、よい糧を、そして（アッラーに）受け入れられる行為を求めます。」 
26262626．．．．イスティハーライスティハーライスティハーライスティハーラのののの礼拝礼拝礼拝礼拝①のドアーのドアーのドアーのドアー    
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 O �� 	���I �6��\ 	��� : �K�D �-� �� K�D �-� �, S 	��L �� , �K4*�� �� 	  �B�4 �5  � �� , �� �Z 	 3Á�� �� �� �Z 	B �1 	\� �� ,

O ��4 	��� �;4�a�\� �, �� �_�4 �M �� �� h4����: �A �� · �Y �� 	��j� � �� ÀV  ��� ���D 	M �� �s	� ��I �6�4�\ 	��� :
D �-� �, �K�D �-� �� KS , ���4 �� ��4	* �N � 	%4� 	�� �� 	B �1 	\� �� , �K	� �, h�� 	� 	̄ � �� ,h3� �, �K 	� � 	̄ � ��,

 K�5 h�� 3} �B  � ���� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスタヒールカアスタヒールカアスタヒールカアスタヒールカ    ビイビイビイビイルミカルミカルミカルミカ、、、、ワワワワ    アスタクディルカアスタクディルカアスタクディルカアスタクディルカ    ビクドゥラティカビクドゥラティカビクドゥラティカビクドゥラティカ、、、、
                                         ① 訳者注：何かを決断・選択する際に、アッラーに最善のものを請うための礼拝。 
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ワワワワ    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ミンミンミンミン    ファドゥリカルアズィームファドゥリカルアズィームファドゥリカルアズィームファドゥリカルアズィーム。。。。ファインナカファインナカファインナカファインナカ    タクディルタクディルタクディルタクディル    ワワワワ    ラーラーラーラー    アクディルアクディルアクディルアクディル、、、、ワワワワ    タァラムタァラムタァラムタァラム、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    アァラムアァラムアァラムアァラム、、、、ワワワワ    アンタアンタアンタアンタ    アアアアッラームルグユーブッラームルグユーブッラームルグユーブッラームルグユーブ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インインインイン    クンクンクンクンタタタタ    タァラムタァラムタァラムタァラム    アンナアンナアンナアンナ    ハーザルアムラハーザルアムラハーザルアムラハーザルアムラ（（（（ここでここでここでここで最最最最善善善善のののの決断決断決断決断やややや選択選択選択選択をををを求求求求めるところのめるところのめるところのめるところの問題問題問題問題をををを述述述述べるべるべるべる））））ハハハハイルッリーイルッリーイルッリーイルッリー    フィーフィーフィーフィー    ディーニーディーニーディーニーディーニー    ワワワワ    マアーシーマアーシーマアーシーマアーシー    ワワワワ    アーキバティアーキバティアーキバティアーキバティ    アムリーアムリーアムリーアムリー（（（（あるいはこうあるいはこうあるいはこうあるいはこう言言言言うううう：：：：アージリヒアージリヒアージリヒアージリヒ    ワワワワ    アージリヒアージリヒアージリヒアージリヒ））））ファクドゥルフファクドゥルフファクドゥルフファクドゥルフ    リリリリーーーー    ワワワワ    ヤッスィルフヤッスィルフヤッスィルフヤッスィルフ    リーリーリーリー    スンマスンマスンマスンマ    バーリクバーリクバーリクバーリク    リーリーリーリー    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ。。。。ワワワワ    インインインイン    クンタクンタクンタクンタ    タァラムタァラムタァラムタァラム    アアアアンナンナンナンナ    ハーザルアムラハーザルアムラハーザルアムラハーザルアムラ（（（（ここでここでここでここで最善最善最善最善のののの決断決断決断決断やややや選択選択選択選択をををを求求求求めるところのめるところのめるところのめるところの問題問題問題問題をををを述述述述べるべるべるべる））））シャッルッリーシャッルッリーシャッルッリーシャッルッリー    フフフフィーィーィーィー    ディーニーディーニーディーニーディーニー    ワワワワ    マアーシーマアーシーマアーシーマアーシー    ワワワワ    アーキバアーキバアーキバアーキバティティティティ    アムリーアムリーアムリーアムリー（（（（あるいはこうあるいはこうあるいはこうあるいはこう言言言言うううう：：：：アージリヒアージリヒアージリヒアージリヒ    ワワワワ    アージリヒアージリヒアージリヒアージリヒ））））ファスリフフファスリフフファスリフフファスリフフ    アンニーアンニーアンニーアンニー    ワスリフニワスリフニワスリフニワスリフニーーーー    アンフアンフアンフアンフ。。。。ワクドゥルワクドゥルワクドゥルワクドゥル    リヤルハイラリヤルハイラリヤルハイラリヤルハイラ    ハイスハイスハイスハイス    カーナカーナカーナカーナ    スンマスンマスンマスンマ    ラッディニーラッディニーラッディニーラッディニー    ビヒビヒビヒビヒ。。。。    ジャービル ブン アブドゥッラー（彼らにアッラーのご満悦あれ）は次のように伝える： 「アッラーの使徒はクルアーンの章を私たちに教え
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るように、全ての物事においてイスティハーラをすることを教えました。そして彼は仰るのでした。『もしあなた方が何かに迷ったら任意の 2 ラクアの礼拝をし、それからこう言うのだ：《アッラーよ、私はあなたの知識による選択を求めます。あなたのお力を求めます。私は偉大なるあなたの恩恵を求めます。あなたこそは何事も可能なお方で、私は無力です。あなたこそご存知で、私は無知です。あなたは不可視なる世界をご存知の御方です。アッラーよ、しかじか（ここで最善の決断や選択を求めるところの問題を述べる）が私の宗教と生活と事の結末にとって最善であるとご存知ならば（あるいは次のように言う：「私の現世と来世にとって最善であるとご存知ならば」）、私にそれを可能にし、容易くして下さい。それからそれにおいて私を祝福して下さい。そしてもししかじか（ここでまた最善の決断や選択を求めるところの問題を述べる）が私の宗教と生活と事の結末にとって悪いとご存知ならば（あるいはこう言う：「私の現世と来世にとって悪いとご存知ならば」）、それを私から遠ざけ、そして私をそれから遠ざけて下さい。そしてそれがどんなことであろうと、最善
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の事を私に可能にして下さい。それからそれによって私を満足させて下さい。》』」 創造主にイスティハーラし、信仰者たちに相談し、それから事を決定した者は後悔しない。至高のアッラーはこう仰せられた。 『そして諸事にわたり、彼らと相談しなさい。そして一旦決心したならば、アッラーに身を委ねなさい。』【イムラーン家章：159】 

27272727．．．．朝朝朝朝・・・・晩晩晩晩のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル 
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ラーラーラーラー    ビイズニヒビイズニヒビイズニヒビイズニヒ。。。。    ヤァラムヤァラムヤァラムヤァラム    マーマーマーマー    バイナバイナバイナバイナ    アアアアイディーイディーイディーイディーヒムヒムヒムヒム    ワワワワ    マーマーマーマー    ハルファフムハルファフムハルファフムハルファフム。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ユヒートゥーナユヒートゥーナユヒートゥーナユヒートゥーナ    ビシャインビシャインビシャインビシャイン    ミンミンミンミン    イルミヒイルミヒイルミヒイルミヒ    イイイイッラーッラーッラーッラー    ビマービマービマービマー    シャーシャーシャーシャー。。。。ワスィアワスィアワスィアワスィア    クルスィーユクルスィーユクルスィーユクルスィーユフッサマーワーティフッサマーワーティフッサマーワーティフッサマーワーティ    ワルアルダワルアルダワルアルダワルアルダ    ワワワワ    ラーラーラーラー    ヤウヤウヤウヤウードフードフードフードフ    ヒフズフマーヒフズフマーヒフズフマーヒフズフマー。。。。ワワワワ    フワルアリーユルアズフワルアリーユルアズフワルアリーユルアズフワルアリーユルアズィームィームィームィーム。』。』。』。』    「私はアッラーに呪われるべきシャイターンからのご加護を求めます。『アッラー、かれはかれの他に真に崇拝すべきものはなく、永生し自存される御方。まどろみも熟睡も、かれをとらえることはない。天にあり地にある全てのものは、かれのものである。かれのお許しなくして、誰がかれの御許で執り成すことが出来ようか。かれは（人々の）以前のことも以後のことをも知っておられる。かれの御意に適ったことの他、彼らはかれの御知識に就いて、何も会得するところはないのである。かれの玉座は、全ての天と地を覆って広がり、この 2 つを守って、疲れも覚えられない。かれは至高にして至大であられる。』」【雌牛章：255】 
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スドゥーリンナーススドゥーリンナーススドゥーリンナーススドゥーリンナース＊＊＊＊ミナルジンナティミナルジンナティミナルジンナティミナルジンナティ    ワンナーワンナーワンナーワンナースススス』』』』（（（（××××3333回回回回））））    「慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え、《かれはアッラー、唯一なる御方。＊ アッラーは、自存される御方。＊ 御産みなさらないし、御産れになられたのでもない。 ＊かれに比べ得る何ものもない。》』【純正章：1～4】慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え，《梨明の主にご加護を乞う。＊かれが創られるものの悪から。＊更けゆく夜の闇の悪から。＊結び目に息を吹き込む女たちの悪から。＊ また、嫉妬する者の嫉妬の悪から。》』【黎明章：1～5】慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え、《ご加護を乞う、人間の主に。＊ 人間の王、＊人間の崇拝するお方に。＊頻繁に忍び込んでは囁きかける者の悪から。＊それは人間の胸に囁きかける。＊ジンであろうと、人間であろうと。》』【人間章：1～6】 
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お方、アッラー以外に真に崇拝すべきものはありません。主権と讃美はかれの御許にあり、かれは全能のお方です。主よ、私はあなたに今日（あるいは「今晩」）の良いこととその後の良いことを求めます。そしてあなたに今日（あるいは「今晩」）の悪とその後の悪からのご加護を求めます。主よ、私はあなたに怠惰と老衰からのご加護を求めます。主よ、私はあなたに地獄の業火と墓の懲罰からのご加護を求めます。」 

��−II  � �8 D!�  �>4	* �!�L �� �2(4 �Q�@ �>�5 �� ,��* 	̀ �@ �>�5 �� , ���	* �? 	��� �>�5 �� , ��� 	̀ �a 	E�� �>�5
 �B( �J��!�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ビカビカビカビカ    アスバハナーアスバハナーアスバハナーアスバハナー。。。。ワワワワ    ビカビカビカビカ    アムサイナーアムサイナーアムサイナーアムサイナー。。。。ワワワワ    ビカビカビカビカ    ナハヤーナハヤーナハヤーナハヤー、、、、ワワワワ    ビカビカビカビカ    ナナナナムートゥムートゥムートゥムートゥ    ワワワワ    イライカンヌシュールイライカンヌシュールイライカンヌシュールイライカンヌシュール。。。。    「アッラーよ、あなた（のご意志）により朝を迎えました。あなたにより夜を迎えました。あなたにより私たちは生き、あなたにより私たちは死にます。そして（死後蘇らされ）集められる先はあなたの御許です。」 

��−II  � �8 D!�  �  �1 	8 �, �U �, ��@� �� , �  �1	a �, ��@� �� h���m 	7�D �< , �s@� L �K!L  3 �B �s@�
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 �5 �>�! �̂ ( �5�� , �s	M�� �E � �� 3 �Y 	� �� �>�5 ��( �,�� , �s	M���m 	b� � �� �  �1 	, �� �� ,  �f �, �>�m �Q 	M��
 �s@� L �e(�@ "�!� �� �� 	/ ��  �K @�± �� �� 	� �� 	d��� h�a	@ ���5 �̂ ( �5�� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アンタアンタアンタアンタ    ラッビーラッビーラッビーラッビー    ラーラーラーラー    イラーイラーイラーイラーハハハハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。ハラクタニーハラクタニーハラクタニーハラクタニー    ワワワワ    アナアナアナアナ    アブドゥクアブドゥクアブドゥクアブドゥク。。。。ワワワワ    アナアナアナアナ    アラーアラーアラーアラー    アハディカアハディカアハディカアハディカ    ワワワワ    ワァディカワァディカワァディカワァディカ    マスタタァトゥマスタタァトゥマスタタァトゥマスタタァトゥ。。。。アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミミミミンンンン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    サナァトゥサナァトゥサナァトゥサナァトゥ。。。。アブーウアブーウアブーウアブーウ    ラカラカラカラカ    ビニァマティカビニァマティカビニァマティカビニァマティカ    アライヤアライヤアライヤアライヤ、、、、ワワワワ    アブーウアブーウアブーウアブーウ    ビザンビザンビザンビザンビービービービー    ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    リーリーリーリー    ファファファファインナフインナフインナフインナフ    ラーラーラーラー    ヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンタアンタアンタアンタ。。。。    「アッラーよ、あなたは私の主であなたの他に真に崇拝すべきものはありません。あなたは私をあなたのしもべとして創造されました。私は出来る範囲であなたとの契約と約束を守ります。私はあなたに私の成した悪からのご加護を求めます。そして私に対するあなたの恩恵と私自身の罪を認めて、あなたの御許へ帰り行きます。ですから私を御赦し下さい。あなた以外に罪を赦される方はいません。」 

��−II  � �8 D!�  �� �  �1 �84 	��� �s 	̀ �a4 	E�� 3�L �>4�m �
��l �� �� , �>4 �� 	� �, �;4�D� �� �1 �84 	���
  �� �� , �>4�! �>4� � �Y  �  �14 	N �� �s4@� L �K!L  �'� �s@� �> @� , �>�7	D �< �x*� �® ��
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 �>�!( �b �B �� �  �1	a P, $�1  Q� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスバハトゥアスバハトゥアスバハトゥアスバハトゥ（（（（晩晩晩晩だっただっただっただったらららら「「「「アムサイトゥアムサイトゥアムサイトゥアムサイトゥ」」」」とととと言言言言うううう））））。。。。    ウシュヒドゥカウシュヒドゥカウシュヒドゥカウシュヒドゥカ    ワワワワ    ウウウウシュヒドゥシュヒドゥシュヒドゥシュヒドゥ    ハマラタハマラタハマラタハマラタ    アルシカアルシカアルシカアルシカ、、、、ワワワワ    マラーイカマラーイカマラーイカマラーイカタカタカタカタカ    ワワワワ    ジャミーアジャミーアジャミーアジャミーア    ハルキカハルキカハルキカハルキカ、、、、アンナカアンナカアンナカアンナカ    アンアンアンアンタッラーフタッラーフタッラーフタッラーフ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンタアンタアンタアンタ    ワハダカワハダカワハダカワハダカ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラクラクラクラク。。。。ワワワワ    アンナアンナアンナアンナ    ムハンマダンムハンマダンムハンマダンムハンマダン    アブドゥカアブドゥカアブドゥカアブドゥカ    ワワワワ    ラスールクラスールクラスールクラスールク。。。。（（（（××××4444回回回回））））    「アッラーよ、私は朝を迎えました。（あるいは「晩を迎えました」）私は、あなたがあなた以外に真に崇拝すべきものがない唯一の並ぶ者無きアッラーであり、ムハンマドがあなたのしもべでありあなたの使徒であるということを、あなたとあなたの玉座を支える天使たちとその他の天使たち、全てのあなたの創造物の証言でもって証言します。」 

�G−II  � �8 D!�   �  �14 	N �� �>4	� �Q�� �>4 �7	D �< 	� �� ]1 �N���5 	�� ]; �Q 	M�@ 	� �� � �¦�a 	E�� � ��
 �� 	
 "J!� �>�! �� �1 	Q�R� �>�D �� , �>�! �>� � �Y� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    マーマーマーマー    アスバハアスバハアスバハアスバハ    ビービービービー（（（（晩晩晩晩だったらだったらだったらだったら「「「「アムサーアムサーアムサーアムサー    ビービービービー」」」」とととと言言言言うううう））））    ミンミンミンミン    ニァマティンニァマティンニァマティンニァマティン    アアアアウウウウ    ビアハディンビアハディンビアハディンビアハディン    ミンミンミンミン    ハルキクハルキクハルキクハルキク。。。。    ファミンカファミンカファミンカファミンカ    
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ワハダカワハダカワハダカワハダカ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラクラクラクラク。。。。ファラカルハファラカルハファラカルハファラカルハムドゥムドゥムドゥムドゥ    ワワワワ    ラカッシュクルラカッシュクルラカッシュクルラカッシュクル。。。。    「アッラーよ、私あるいはあなたの創造物の誰かが朝（あるいは「晩」）を迎えた恩恵は、唯一で並ぶもの無きあなたからのものです。ですからあなたを讃美し、あなたに感謝します。」 

��−II  � �8 D!�  , �� �1�5 �A h����� �,  �4 �8 D!�  , h�M 	Q4 �b �A h�����4 �,  �4 �8 D!�  �A h�����4 �,
 �s@� L �K!L  , O � �£�5 �  � �8 D!�  ��4 	7 ��!� �� , ��4 	� �
!� �� �� �>�5 ��( �,�� 3�L  ��(4 �,�� �� ,

 �s@� L �K!L  , � 	c �7!� �e� �� �, 	� �� �>�5� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アーフィニーアーフィニーアーフィニーアーフィニー    フィーフィーフィーフィー    バダニーバダニーバダニーバダニー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アーフィニーアーフィニーアーフィニーアーフィニー    フィーフィーフィーフィー    サムイーサムイーサムイーサムイー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アーフィニーアーフィニーアーフィニーアーフィニー    フィーフィーフィーフィー    バサリーバサリーバサリーバサリー。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフンマンマンマンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナルクフリミナルクフリミナルクフリミナルクフリ、、、、ワルファクルワルファクルワルファクルワルファクル。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    アザーアザーアザーアザービルカブルビルカブルビルカブルビルカブル。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。（（（（××××3333回回回回））））    「アッラーよ、私の肉体を、聴覚を、視覚をお守り下さい。あなたの他に真に崇拝すべきものはありません。アッラーよ、私はあなたに不信仰からのご加護を求めます。そして墓の懲罰からのご加護を求め
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ます。あなたの他に真に崇拝すべきものはありません。」 

�g−II ��*�+ �M!� �Â 	� �M!� "e �B �( �V �� �s	D  � �( �� �K	* �D �, �( �V L �K!L  �'� �h�a 	? �N� SS ハスビヤッラーフハスビヤッラーフハスビヤッラーフハスビヤッラーフ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    フフフフワワワワ    アライヒアライヒアライヒアライヒ    タワッカルトゥタワッカルトゥタワッカルトゥタワッカルトゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    ラッブラッブラッブラッブルアルシルアズィームルアルシルアズィームルアルシルアズィームルアルシルアズィーム。。。。（（（（××××7777回回回回））））    「私にはアッラーだけで充分です。かれの他に真に崇拝すべきものはありません。私はかれに身を委ねました。かれは偉大なる玉座の主であられます。」 

�i−II  � �8 D!�  , �. ��4 �<F� �� ��* 	@ "14!� �A �;4�*��� �M!� �� �(4 	� �M!� �>�!��4 	b�� 3�L  �4 �8 D!�  3�L
 , ��� �� �� , �f 	V�� �� �O��* 	@ �: �� h����: �A �;�*��� �M!� �� �( 	� �M!� �>�!�� 	b��  D!�  � �8  , �«� �B 	( �, 	 �� 	b�

 , �«� �, 	� �B 	� ��� ��  � �8 D!� , h4 ��	D �< 	� �� �� ,  O �1 �� � 	C�5 	� �� h��	+ �� 	N�  , h4��* �Q �� 	�4 �, ��
 h�m 	 �� 	� �� �6��m 	d�� 	�� �>�m �Q�+ �M�5 ��( �,�� �� , h�\ 	( �� 	� �� �� , �� �) �� �� �, ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカルアフワアスアルカルアフワアスアルカルアフワアスアルカルアフワ    ワルアーフィヤタワルアーフィヤタワルアーフィヤタワルアーフィヤタ    フィッドゥンフィッドゥンフィッドゥンフィッドゥンヤーヤーヤーヤー    ワルアーヒワルアーヒワルアーヒワルアーヒララララ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカルアフアスアルカルアフアスアルカルアフアスアルカルアフワワワワ    ワルアーフィヤタワルアーフィヤタワルアーフィヤタワルアーフィヤタ    フィーフィーフィーフィー    ディーニーディーニーディーニーディーニー    ワワワワ    ドゥンヤーヤドゥンヤーヤドゥンヤーヤドゥンヤーヤ    ワワワワ    アハリーアハリーアハリーアハリー、、、、ワワワワ    マーリーマーリーマーリーマーリー。。。。アッアッアッアッラーフンマストゥルラーフンマストゥルラーフンマストゥルラーフンマストゥル    アウラーティーアウラーティーアウラーティーアウラーティー、、、、ワワワワ    アーミアーミアーミアーミンンンン    ラウアーティーラウアーティーラウアーティーラウアーティー。。。。アッラーフンマハファズニーアッラーフンマハファズニーアッラーフンマハファズニーアッラーフンマハファズニー    
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ミンミンミンミン    バイニバイニバイニバイニ    ヤダイヤヤダイヤヤダイヤヤダイヤ、、、、ワワワワ    ミンミンミンミン    ハルフィーハルフィーハルフィーハルフィー、、、、ワワワワ    アンアンアンアン    ヤミーニーヤミーニーヤミーニーヤミーニー、、、、ワワワワ    アンアンアンアン    シマーリーシマーリーシマーリーシマーリー、、、、ワワワワ    ミンミンミンミン    ファウキーファウキーファウキーファウキー。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビアザマティカビアザマティカビアザマティカビアザマティカ    アンアンアンアン    ウグターラウグターラウグターラウグターラ    ミンミンミンミン    タハティータハティータハティータハティー。。。。    「アッラーよ、私はあなたに現世と来世におけるお赦しとご加護を願います。アッラーよ、私はあなたに私の宗教、現世、家族、財産においてお赦しとご加護を願います。アッラーよ、私の恥部を隠し、私の恐れをお沈め下さい。アッラーよ、私の前、後ろ、左右、上から私をお守り下さい。私はあなたの偉大さに、足元から崩壊させられることに対することからのご加護を求めます。」 

��−II  � �8 D!�  3T4 ��  e �B , �n 	Bj� �� �2� �� �)4  ?!� ���r�4�� �. �:� �84  J!� �� ��	* �/!� � �°� �,
 �1 �8 	��� , �K �
*�D �� �� ]̂ 	� ��  3 �Y 	� �� �� , �¤	��@ 3 �Y 	� �� �>�5 ��( �,�� , �s@� L �K!L  	��

 ]��D 	? �� ��L �Z  � �-�� 	�� , $�^( �b �¤	��@ �U �, �k � ��	\�� 	�� �� , �K�� 	 �Y �� �����	*  J!�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アーリマルガイビアーリマルガイビアーリマルガイビアーリマルガイビ    ワッシャハーワッシャハーワッシャハーワッシャハーダティダティダティダティ    ファーティラッサマーワーティファーティラッサマーワーティファーティラッサマーワーティファーティラッサマーワーティ    ワルアルワルアルワルアルワルアルドゥドゥドゥドゥ。。。。ラッバラッバラッバラッバ    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    ワワワワ    マリーカマリーカマリーカマリーカフフフフ。。。。アシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥアシュハドゥ    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    ナフナフナフナフスィースィースィースィー、、、、ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリッシャイターニシャッリッシャイターニシャッリッシャイターニシャッリッシャイターニ    ワワワワ    
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シルキヒシルキヒシルキヒシルキヒ。。。。ワワワワ    アンアンアンアン    アクタリファアクタリファアクタリファアクタリファ    アラーアラーアラーアラー    ナフナフナフナフスィースィースィースィー    スーアンスーアンスーアンスーアン、、、、アウアウアウアウ    アジュッラフアジュッラフアジュッラフアジュッラフ    イラーイラーイラーイラー    ムスリムムスリムムスリムムスリム。。。。    「アッラーよ、不可視なる世界と可視なる世界を知るお方よ、天地の創造主よ、万物の主・支配者よ、私はあなた以外に真に崇拝すべきものはないことを証言します。そして自分自身の悪、シャイターンとシルク①の悪から、あなたにご加護を求めます。そして自分自身を害すること、或いは誰か他のムスリムを害することからの庇護をあなたに求めます。」 

��−II �(4 �V �� �̂ �)  ?!� �A  �� �n 	Bj� �A [̂ 	 �_ �K �Q 	b� �x �� " �=��  O ��!� �'� �� 	?�5
 ��*�D �M!� �x* �Q  ?!�� SS ビスミッラーヒッラーズィービスミッラーヒッラーズィービスミッラーヒッラーズィービスミッラーヒッラーズィー    ラーラーラーラー    ヤドゥッルヤドゥッルヤドゥッルヤドゥッル    マアスミヒマアスミヒマアスミヒマアスミヒ    シャイウンシャイウンシャイウンシャイウン    フィルアルディフィルアルディフィルアルディフィルアルディ    ワワワワ    ララララーーーー    フィッサマーフィッサマーフィッサマーフィッサマー。。。。ワワワワ    フワッサミーウルアリームフワッサミーウルアリームフワッサミーウルアリームフワッサミーウルアリーム。。。。（（（（××××3333回回回回））））    「その御名とともにあれば、天地にあるいかなるものも害することのないアッラーの御名において。そしてかれは全てを聞き知るお方です。」 

                                         ① 36頁の訳注①を参照のこと。 



 83

��−II �� D4 �b �� �K4	* �D �, �'�  U4 �E ]1  Q �̀ �Q�5 �� , $����: �zl 	b¨��5 �� , � ¶5 �B �'��5 �s* �} �B
 $�*�a �@� SS ラディートゥラディートゥラディートゥラディートゥ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ラッバンラッバンラッバンラッバン、、、、ワワワワ    ビルイビルイビルイビルイスラーミスラーミスラーミスラーミ    ディーナンディーナンディーナンディーナン、、、、ワワワワ    ビムハンマディンビムハンマディンビムハンマディンビムハンマディン    ナナナナビイヤービイヤービイヤービイヤー。。。。（（（（××××３３３３回回回回））））    「私はアッラーが主であり、イスラームが宗教であり、そしてムハンマドが使徒であることに満足しました。」 

��−II "* �\ � �� "h �N � �� ��L h4��	D�
��  �� �K4 D �� ��	� �� �� 	¦�D 	E�� ��*�/�m 	b�� �>�m� 	� ���5 �z(
 ] 	C �, �; �� 	��r �¤	��@� SS ヤーヤーヤーヤー    ハイユハイユハイユハイユ    ヤーヤーヤーヤー    カイユームカイユームカイユームカイユーム。。。。    ビラハマティビラハマティビラハマティビラハマティカカカカ    アスタギースアスタギースアスタギースアスタギース    アスリフアスリフアスリフアスリフ    リーリーリーリー    シャアニーシャアニーシャアニーシャアニー    クッラフクッラフクッラフクッラフ。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    タキルニータキルニータキルニータキルニー    イラーイラーイラーイラー    ナフスナフスナフスナフスィーィーィーィー    タルファタタルファタタルファタタルファタ    アインアインアインアイン。。。。    「永遠に生き、自存するお方よ、私はあなたの慈悲によるお慰めを求めます。私に関する全ての物事を正し、私を一瞬たりとも見放さないで下さい。」 

��−II , �C��X� �M!� 3e �B �' �>	D�X� �¦�a 	E�� �� ��� 	̀ �a 	E��  � �8 D!�  � ��4 �V � 	% �< �>�!�� 	b�� 3�L
 �z 	(�*!� : �K4*�� �4 �� 3 �Y 	� �� �>�5 ��( �,�� �� , �Z� �1 �V �� , �K�m �� �� �5 �� , �Z �B(�@ �� �Z � 	£�@ �� , �K �̀ 	m ��

 �Z �1 	M �5 � �� 3 �Y ��� SS 
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アスバハナーアスバハナーアスバハナーアスバハナー    ワワワワ    アスバハルムルアスバハルムルアスバハルムルアスバハルムルクククク（（（（晩晩晩晩だったらだったらだったらだったら「「「「アムサイナーアムサイナーアムサイナーアムサイナー    ワワワワ    アムサルムルクアムサルムルクアムサルムルクアムサルムルク」」」」とととと言言言言うううう））））リッラリッラリッラリッラーヒーヒーヒーヒ    ラッビルアーラミーンラッビルアーラミーンラッビルアーラミーンラッビルアーラミーン。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    イイイインニーンニーンニーンニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ハイラハイラハイラハイラ    ハーザルヤウミハーザルヤウミハーザルヤウミハーザルヤウミ（（（（晩晩晩晩だったらだったらだったらだったら「「「「ハーズィヒッライリハーズィヒッライリハーズィヒッライリハーズィヒッライリ」」」」とととと言言言言うううう））））：：：：ファトゥハファトゥハファトゥハファトゥハフフフフ、、、、ワワワワ    ナスラフナスラフナスラフナスラフ    ワワワワ    ヌーラフヌーラフヌーラフヌーラフ、、、、ワワワワ    バラカタフバラカタフバラカタフバラカタフ、、、、ワワワワ    フダーフフダーフフダーフフダーフ。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッシャッシャッシャッリリリリ    マーマーマーマー    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ    ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    バァダバァダバァダバァダフフフフ（（（（晩晩晩晩だったらだったらだったらだったら「「「「ファトゥハハーファトゥハハーファトゥハハーファトゥハハー、、、、ワワワワ    ナスラハーナスラハーナスラハーナスラハー    ワワワワ    ヌーラハーヌーラハーヌーラハーヌーラハー、、、、ワワワワ    バラカタハーバラカタハーバラカタハーバラカタハー、、、、ワワワワ    フダーハーフダーハーフダーハーフダーハー、、、、ワワワワ    アアアアウーズウーズウーズウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    フィーハーフィーハーフィーハーフィーハー    ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    バァダハーバァダハーバァダハーバァダハー」」」」とととと言言言言うううう））））。。。。    「私たちは朝（あるいは「晩」）を迎えました。主権は全世界の主アッラーのものです。アッラーよ、私はあなたに今日（あるいは「今晩」）の良いこと：勝利、援助、光、祝福、導きを求めます。そして私はあなたに今日（あるいは「今晩」）とその後の悪からのご加護を求めます。」 

��−II �4��*�a �@ ����: �U �, �� , �Ãl 	<¨� �; �Q�D �� �U �, �� �zl 	b¨� �. ��	��� �U �, ��� 	̀ �a 	E��
  U �E ]1  Q� �� ���4 �� �4 �� �� $)�D 	? �� $��*�� �N , ��* �V� �� 	5L ���*�5�� �; D �� �U �, �� , �� D �b �� �K	* �D �, �'�
 �C�� � 	¥�X� �� ���SS 
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アスバハナーアスバハナーアスバハナーアスバハナー    アラーアラーアラーアラー    フィトゥラティルイスラーフィトゥラティルイスラーフィトゥラティルイスラーフィトゥラティルイスラームムムム。。。。ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    カリマティルイフラースカリマティルイフラースカリマティルイフラースカリマティルイフラース。。。。ワワワワ    アアアアラーラーラーラー    ディーニディーニディーニディーニ    ナビーイナーナビーイナーナビーイナーナビーイナー    ムハンマディンムハンマディンムハンマディンムハンマディン    サッラッラーフサッラッラーフサッラッラーフサッラッラーフ    アライヒアライヒアライヒアライヒ    ワワワワ    サッラムサッラムサッラムサッラム。。。。ワワワワ    アアアアラーラーラーラー    ミッラティミッラティミッラティミッラティ    アビーナーアビーナーアビーナーアビーナー    イブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマイブラーヒーマ    ハニーファンハニーファンハニーファンハニーファン    ムスリマンムスリマンムスリマンムスリマン    ワワワワ    マーマーマーマー    カーナカーナカーナカーナ    ミミミミナルムシュリキーンナルムシュリキーンナルムシュリキーンナルムシュリキーン。。。。    「私たちはイスラームという天性のもとに、そして純正の言葉のもとに、そして私たちの預言者ムハンマド（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）の宗教と、純正なムスリムでシルク①を犯す者ではなかった私たちの祖イブラーヒームの宗教のもとに朝を迎えました。」 

�G− II �Z �1 	Q �̀ �5 �� �'� ��� �̀ 	a �b � SS スブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒ    ワワワワ    ビハムディヒビハムディヒビハムディヒビハムディヒ。。。。（（（（××××100100100100回回回回））））    「アッラーよ、あなたに賞賛と讃美あれ。」 

��−II �Z �1 	N �� �'� L �K!L   3T �� �U �, �( �V �� , �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y
 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_� SS 

                                         ① 36頁の訳注①を参照のこと。 
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ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ。。。。ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。（（（（夜夜夜夜をををを迎迎迎迎えたえたえたえた時時時時 10101010回言回言回言回言うううう。。。。そうそうそうそうできできできできないないないない時時時時はははは
1111回言回言回言回言うううう））））    「唯一で並ぶ者無きアッラー以外に崇拝されるべきものはありません。主権と讃美はかれにこそ属し、かれは全てにおいて全能です。」 

�g−II 3T �� �U �, �( �V �� , �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L 
 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ � SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ。。。。ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。（（（（朝朝朝朝をををを迎迎迎迎えたえたえたえた時時時時 100100100100回言回言回言回言うううう））））    「唯一で並ぶ者無きアッラー以外に崇拝されるべきものはありません。主権と讃美はかれにこそ属し、かれは全てにおいて全能です。」 

�i−II �Z �1 	Q �̀ �5 �� �'� ��� �̀ 	a �b : �:� �1 �� ��  �K �� 	� �, �;�@ �� �� , �K �? 	��@ � �} �B �� , �K �7	D �< �: �1 �,
 �K�� �)�D ��� SS スブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒ    ワワワワ    ビハムディヒビハムディヒビハムディヒビハムディヒ：：：：アダダアダダアダダアダダ    ハルキヒハルキヒハルキヒハルキヒ、、、、ワワワワ    リダーリダーリダーリダー    ナフスィヒナフスィヒナフスィヒナフスィヒ、、、、ワワワワ    ズィナタズィナタズィナタズィナタ    
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アルシヒアルシヒアルシヒアルシヒ    ワワワワ    ミダーダミダーダミダーダミダーダ    カリマーティヒカリマーティヒカリマーティヒカリマーティヒ。。。。（（（（朝朝朝朝をををを迎迎迎迎えたえたえたえた時時時時 3333回言回言回言回言うううう））））    「創造物の数だけ、（アッラー）御自身の御満悦を得るまで、玉座の装飾の重さだけ、そして御言葉が書かれたインクの量だけ①私はアッラーを称賛し、アッラーを讃えます。」 
��−II  � �8 D!� l a �7�m �� l �Q �, �� , $�a3* �r $�\ 	� �B �� ,$�M����@ $)	D �, �>�!�� 	b�� 3�L� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    イルマンイルマンイルマンイルマン    ナーフィアーナーフィアーナーフィアーナーフィアー。。。。ワワワワ    リズカンリズカンリズカンリズカン    タイイバータイイバータイイバータイイバー。。。。ワワワワ    アアアアマランマランマランマラン    ムタカッバラームタカッバラームタカッバラームタカッバラー。。。。（（（（朝朝朝朝をををを迎迎迎迎えたえたえたえた時時時時））））    「アッラーよ、私はあなたに有益な知識と良い糧、そしてあなたによって受け入れられる行為を求めます。」 

��− II �� �K	* �!L �e(���� �� �'� �� �� 	/�m 	b � SS アスタグフィルッラーハアスタグフィルッラーハアスタグフィルッラーハアスタグフィルッラーハ    ワワワワ    アトゥーブアトゥーブアトゥーブアトゥーブ    イライイライイライイライヒヒヒヒ。。。。（（（（1111日日日日 100100100100回言回言回言回言うううう））））    「私はアッラーにお赦しを求め、かれに心から悔悟します。」 

��−II �o�D �< � �� 3 �Y 	� �� �2� ��� m!� �'� �2 �)�D �
�5 ��( �,�� � SS 

                                         ① 訳者注：つまりこれらに共通するものは、その数や量の限りなさです。 
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アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーティィィィ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ハラクハラクハラクハラク。。。。（（（（夜夜夜夜をををを迎迎迎迎えたえたえたえた時時時時にににに 3333回言回言回言回言うううう））））    「私は完全なるアッラーの御言葉に、かれがお創りになった悪からのご加護を求めます。」 

��−II  � �8 D!�  ]1  Q� �� ���*�a �@ �U �, 	�3D �b �� 3T �E � SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    サッリサッリサッリサッリ    ワワワワ    サッリムサッリムサッリムサッリム    アラーアラーアラーアラー    ナビーイナーナビーイナーナビーイナーナビーイナー    ムハンマドゥムハンマドゥムハンマドゥムハンマドゥ。。。。（（（（××××10101010回回回回））））    「アッラーよ、私たちの預言者ムハンマドに祝福と平安を与えたまえ。」 
28282828．．．．就寝時就寝時就寝時就寝時のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル 

��−  ��* �N  �!� ��� 	�  �!� �'� �� 	?�5� [14 �N�� � '� �(4 �V 	T4�\* �1 �Q4  u!� � '�* 	 �° 	 �° �� 	14�D ��
 	1 �!( ��* �K  ! � �
 �� 	 �° ��  [1 �N�� � $( �� �� �� 
      ��* �N  �!� ��� 	�  �!� �'� �� 	?�5� �o�D �� 	!� 3e ���5 ��( �,�� 	T�\* �o�D �< � �� 3 �Y � ��* 3 �Y �4 �� ��

 ���\ �� � ���L ]o �b� �d* 3 �Y � �� ��  �1 �7 �M 	!� �A �2����  � �!�* 3 �Y � �� ��  �? �N � ���L ]1 �b� �N �1 �� 
       ��* �N  �!� ��� 	�  �!� �'� �� 	?�5� �¹�4 �!� 3e ��4�5 ��(4 �,�� 	T4�\* �¹�4 �!� �>4�D ��* �K4 �!�L

 �¹� �!�* �¹� �� 	�� �¹� �( 	b �( 	!� 3 �Y � ��* �¹�4 �!� �B� �1 �E �A �¹ �( 	b �( �� O ��  !�* ��4 ��
¹� �!� �� �; � � 	9��� 「（「（「（「（ドアーのドアーのドアーのドアーの時時時時にするようににするようににするようににするように））））両手両手両手両手をををを合合合合わせわせわせわせ、、、、そこにそこにそこにそこに息息息息をををを吹吹吹吹きかけきかけきかけきかけ、、、、次次次次のののの言葉言葉言葉言葉をををを読読読読むむむむ。。。。    

            『『『『ビスミッラーヒッラハマーニッラーヒームビスミッラーヒッラハマーニッラーヒームビスミッラーヒッラハマーニッラーヒームビスミッラーヒッラハマーニッラーヒーム《《《《クククク
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ルルルル    フワッラーフフワッラーフフワッラーフフワッラーフ    アハドゥアハドゥアハドゥアハドゥ＊＊＊＊アッラーフッサマドアッラーフッサマドアッラーフッサマドアッラーフッサマドゥゥゥゥ＊＊＊＊ラムラムラムラム    ヤリドゥヤリドゥヤリドゥヤリドゥ    ワワワワ    ラムラムラムラム    ユーラドゥユーラドゥユーラドゥユーラドゥ＊＊＊＊ワワワワ    ラムラムラムラム    ヤクッラフヤクッラフヤクッラフヤクッラフ    クフワンクフワンクフワンクフワン    アハドアハドアハドアハド》》》》    
            ビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒーム《《《《クルクルクルクル    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビラッビルファラクビラッビルファラクビラッビルファラクビラッビルファラク＊＊＊＊ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ハラクハラクハラクハラク＊＊＊＊ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    ガースィキンガースィキンガースィキンガースィキン    イザーイザーイザーイザー    ワカブワカブワカブワカブ＊＊＊＊ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリンナッファーシャッリンナッファーシャッリンナッファーシャッリンナッファーサーティサーティサーティサーティ    フィルウカドゥフィルウカドゥフィルウカドゥフィルウカドゥ＊＊＊＊ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    ハースィディンハースィディンハースィディンハースィディン    イザーイザーイザーイザー    ハサドゥハサドゥハサドゥハサドゥ》》》》    
            ビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒームビスミッラーヒッラハマーニッラヒーム《《《《クルクルクルクル    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビラビラビラビラッビンナースッビンナースッビンナースッビンナース＊＊＊＊マリキンナースマリキンナースマリキンナースマリキンナース＊＊＊＊イイイイラーヒンナースラーヒンナースラーヒンナースラーヒンナース＊＊＊＊ミンミンミンミン    シャッリルワスワースィルシャッリルワスワースィルシャッリルワスワースィルシャッリルワスワースィルハンナースハンナースハンナースハンナース＊＊＊＊アッラズィーアッラズィーアッラズィーアッラズィー    ユワスウィスユワスウィスユワスウィスユワスウィス    フィーフィーフィーフィー    スドゥーリンナーススドゥーリンナーススドゥーリンナーススドゥーリンナース＊＊＊＊ミナルジンナティミナルジンナティミナルジンナティミナルジンナティ    ワンナーワンナーワンナーワンナースススス》』》』》』》』それからそれからそれからそれから頭頭頭頭・・・・顔顔顔顔・そこから・そこから・そこから・そこから近近近近いいいい部分部分部分部分からからからから始始始始めめめめ、、、、出来出来出来出来るるるる限限限限りのりのりのりの体体体体のののの部分部分部分部分をそのをそのをそのをその両手両手両手両手でででで撫撫撫撫でるでるでるでる。」。」。」。」（（（（これこれこれこれをををを 3333回繰回繰回繰回繰りりりり返返返返すすすす））））    「慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え、《かれはアッラー、唯一なる御方。＊ アッラーは、自存される御方。＊ 御産みなさらないし、御産れになられたのでもない。 ＊かれに比べ得る何
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ものもない。》』【純正章：1～4】慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え，《梨明の主にご加護を乞う。＊かれが創られるものの悪から。＊更けゆく夜の闇の悪から。＊結び目に息を吹き込む女たちの悪から。＊ また、嫉妬する者の嫉妬の悪から。》』【黎明章：1～5】慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において。『言え、《ご加護を乞う、人間の主に。＊ 人間の王、＊人間の崇拝するお方に。＊頻繁に忍び込んでは囁きかける者の悪から。＊それは人間の胸に囁きかける。＊ジンであろうと、人間であろうと。》』【人間章：1～6】 

G��−� �L � �P'� �A �4 �� �K4  ! [z 	(4�@ � �� [;��4 �b �Z ��4 �<	� �� � �z(4"* �7 	!� "h� 	R� �( �V  �L �K4 �!
 � 	C4�5 �4 �� ��4�D 	M �� �K4�@ 	��±�5  �L �Z �14	� �, �x �� 	J�� O ��  !� � �� � �� �n 	B�j� �A � �� �� �2� �� �)  ?!�

 �, 	� 3� ]̂ 	 �¾�5 ��(��*� �¿ � �� 	� �8 ��	D �< � �� �� 	��# �1 	��� �K"*4 �b 	� �� �x4 �b �� ^�4 �� �)4�5  �L �K �Q	D
 ��*�+ �M 	!� " �f �M 	!� �( �V �� �) �8�+ 	� �N �Z �:� �� �� � �� �n 	B�j� �� �2� �� �)  ?!�� � 『『『『アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    フワルフワルフワルフワルハイユルカイユームハイユルカイユームハイユルカイユームハイユルカイユーム。。。。    ラーラーラーラー    タアフズフタアフズフタアフズフタアフズフ    スィナスィナスィナスィナトゥントゥントゥントゥン    ワワワワ    ラーラーラーラー    ナウムナウムナウムナウム。。。。ラフラフラフラフ    マーマーマーマー    フィッサフィッサフィッサフィッサマーワーティマーワーティマーワーティマーワーティ    ワワワワ    マーマーマーマー    フィルアルドゥフィルアルドゥフィルアルドゥフィルアルドゥ。。。。マンマンマンマン    ザッラズィーザッラズィーザッラズィーザッラズィー    ヤシュファウヤシュファウヤシュファウヤシュファウ    インダフインダフインダフインダフ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビイズニヒビイズニヒビイズニヒビイズニヒ。。。。ヤァラムヤァラムヤァラムヤァラム    マーマーマーマー    バイナバイナバイナバイナ    アイディーアイディーアイディーアイディー
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ヒムヒムヒムヒム    ワワワワ    マーマーマーマー    ハルファフムハルファフムハルファフムハルファフム。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ユヒーユヒーユヒーユヒートゥーナトゥーナトゥーナトゥーナ    ビシャインビシャインビシャインビシャイン    ミンミンミンミン    イルミヒイルミヒイルミヒイルミヒ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビマービマービマービマー    シャーシャーシャーシャー。。。。ワスィアワスィアワスィアワスィア    クルスィーユフッサマクルスィーユフッサマクルスィーユフッサマクルスィーユフッサマーワーティーワーティーワーティーワーティ    ワルアルダワルアルダワルアルダワルアルダ    ワワワワ    ラーラーラーラー    ヤウードフヤウードフヤウードフヤウードフ    ヒフズフマーヒフズフマーヒフズフマーヒフズフマー。。。。ワワワワ    フワルアリーユルアズィームフワルアリーユルアズィームフワルアリーユルアズィームフワルアリーユルアズィーム。』。』。』。』 「アッラー、かれはかれの他に真に崇拝すべきものはなく、永生し自存される御方。まどろみも熟睡も、かれをとらえることはない。天にあり地にある全てのものは、かれのものである。かれのお許しなくして、誰がかれの御許で執り成すことが出来ようか。かれは（人々の）以前のことも以後のことをも知っておられる。かれの御意に適ったことの他、彼らはかれの御知識に就いて、何も会得するところはないのである。かれの玉座は、全ての天と地を覆って広がり、この 2 つを守って、疲れも覚えられない。かれは至高にして至大であられる。」【雌牛章：255】 
G�G−� �P'�4�5 ��4 ��� ·T4 �� ��(4�� �� 	��	X� �� �K4 35  B �4 �� �K4	* �!�L �6 �t4@�� �)4�5 �6(4 �b  �!� �� ���
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 92

 	̄ �L $�  �|4 	,� �� �K4�5 ��� �! �; �\��r � � �� ��� 	D 3Q � �� � �� ���  5 �B ����D	a �\ � �� ��� ��  !� �U �, �K�m 	D� �� �) ��
 �z 	( �7 	!� �U �, ��@ 	 �£@��� ��@� 	( �� �s@�� v��	 �� 	B� �� ��� �! 	� �� 	d� �� � � �, ��� ����� �
 	!�� � 『『『『アーマナッラスールアーマナッラスールアーマナッラスールアーマナッラスール    ビマービマービマービマー    ウンズィラウンズィラウンズィラウンズィラ    イライライライライヒイヒイヒイヒ    ミッラッビヒミッラッビヒミッラッビヒミッラッビヒ    ワルムウミヌーンワルムウミヌーンワルムウミヌーンワルムウミヌーン。。。。クッルンクッルンクッルンクッルン    アーマナアーマナアーマナアーマナ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ワワワワ    マラーイカティヒマラーイカティヒマラーイカティヒマラーイカティヒ    ワワワワ    クトゥビヒクトゥビヒクトゥビヒクトゥビヒ    ワワワワ    ルスリヒルスリヒルスリヒルスリヒ。。。。ラーラーラーラー    ヌファッリクヌファッリクヌファッリクヌファッリク    バイナバイナバイナバイナ    アハディンアハディンアハディンアハディン    ミッルスリヒミッルスリヒミッルスリヒミッルスリヒ。。。。ワワワワ    カールーカールーカールーカールー    サミァナーサミァナーサミァナーサミァナー    ワワワワ    アタァナーアタァナーアタァナーアタァナー    グフラーナカグフラーナカグフラーナカグフラーナカ    ラッラッラッラッバナーバナーバナーバナー    ワワワワ    イライカルマスィールイライカルマスィールイライカルマスィールイライカルマスィール＊＊＊＊ラーラーラーラー    ユカッユカッユカッユカッリフッラーフリフッラーフリフッラーフリフッラーフ    ナフサンナフサンナフサンナフサン    イッラーイッラーイッラーイッラー    ウスアハーウスアハーウスアハーウスアハー。。。。ラハーラハーラハーラハー    マーマーマーマー    カサバトゥカサバトゥカサバトゥカサバトゥ    ワワワワ    アライハーアライハーアライハーアライハー    マクマクマクマクタサバトゥタサバトゥタサバトゥタサバトゥ。。。。ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ラーラーラーラー    トゥアーヒズナートゥアーヒズナートゥアーヒズナートゥアーヒズナー    インインインイン    ナスナスナスナスィーナーィーナーィーナーィーナー    アウアウアウアウ    アフタアナーアフタアナーアフタアナーアフタアナー。。。。ラッバラッバラッバラッバナーナーナーナー    ワワワワ    ラーラーラーラー    タハミルタハミルタハミルタハミル    アライナーアライナーアライナーアライナー    イスランイスランイスランイスラン    カマーカマーカマーカマー    ハマルタフハマルタフハマルタフハマルタフ    アラッラズィーナアラッラズィーナアラッラズィーナアラッラズィーナ    ミンミンミンミン    カカカカブリナーブリナーブリナーブリナー。。。。    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    ラーラーラーラー    トゥハンミルトゥハンミルトゥハンミルトゥハンミルナーナーナーナー    マーマーマーマー    ラーラーラーラー    ターカタターカタターカタターカタ    ラナーラナーラナーラナー    ビヒビヒビヒビヒ。。。。ワァワァワァワァフフフフ    アンナーアンナーアンナーアンナー    ワグフィルワグフィルワグフィルワグフィル    ラナーラナーラナーラナー    ワルハムナーワルハムナーワルハムナーワルハムナー    アンタアンタアンタアンタ    マウラーナーマウラーナーマウラーナーマウラーナー    ファンスルナーファンスルナーファンスルナーファンスルナー    アラルカアラルカアラルカアラルカウミルカーフィリーンウミルカーフィリーンウミルカーフィリーンウミルカーフィリーン』』』』    『使徒は、主から下されたものを信じる。信者たち
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もまた同じである。（彼らは）皆、アッラーと天使たち、諸啓典と使徒たちを信じる。「私たちは使徒たちの誰にも差別をつけない」（と言う）。また彼らは（祈って）言う。《私たちは、（教えを）聴き、服従します。主よ、あなたの御赦しを願います。（私たちの）帰り所はあなたの御許であります。》＊アッラーは誰にも、その能力以上のものを負わせられない。（人々は）自分の稼いだもので（自分を）益し、その稼いだもので（自分を）損う。《主よ、私たちがもし忘れたり、過ちを犯すことがあっても咎めないで下さい。主よ、私たち以前の者に負わされたような重荷を、私たちに負わせないで下さい。主よ、私たちの力でかなわないものを，担わせないで下さい。私たちの罪を消し、私たちを赦し、私たちに慈悲をおかけ下さい。あなたこそ私たちの庇護者であられます。不信心の徒に対し、私たちをお助け下さい。》』【雌牛章：
285～286】 

G��−II 4 �¤	��@ �s 	
4 �? 	��� 	��±4 �� , �K4 �M �� 	B�� �>�5 �� , h�a	� �- �s	M �} �� 3 �B �> �Q 	b��5
 �C ��R�  u!� �  �:��a �, �K�5 �Å �� 	 �� �)�5 , � �8	+ �� 	N��� � �8�m 	D �b 	B�� 	��L �� , � �8	 �� 	B��� SS� ビスミカビスミカビスミカビスミカ    ラッビーラッビーラッビーラッビー    ワダァトゥワダァトゥワダァトゥワダァトゥ    ジャンビージャンビージャンビージャンビー、、、、ワワワワ    ビカビカビカビカ    アルファウフアルファウフアルファウフアルファウフ。。。。ファファファファ    インインインイン    アムサクタアムサクタアムサクタアムサクタ    ナナナナ
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フスィーフスィーフスィーフスィー    ファルハムハーファルハムハーファルハムハーファルハムハー。。。。ワワワワ    インインインイン    アルサルタアルサルタアルサルタアルサルタハーハーハーハー    ファハファズハーファハファズハーファハファズハーファハファズハー、、、、ビマービマービマービマー    タハファズタハファズタハファズタハファズ    ビビビビヒヒヒヒ    イバーダカッサーリヒーンイバーダカッサーリヒーンイバーダカッサーリヒーンイバーダカッサーリヒーン。。。。    「私の主であるあなたの御名において、私は体を横たえました。そしてあなたによって起き上がります。ですから、もしあなたが私の魂を（その死でもって）引きとめられるのなら、それにお慈悲をおかけ下さい。そしてもしそれを解き放って生き続けさせるというのなら、あなたの敬虔なしもべたちを守るところのものでもって、それをお守り下さい。」 
G�g−II  � �8 D!�  	��L , �4 �V��*	 �� �� �4� ���� �¬ �>4�! , �4 �V� � �( �� �s	@�� �� �¤	��@ �s 	7�D �< �> @L

 �� �0 	� �� 	d��� � �8 m ���� 	��L �� , � �8	+ �� 	N��� � �8�m	*�* 	N�� � �;�*��� �M!� �>�!�� 	b�� 3�L  � �8D!��SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インナカインナカインナカインナカ    ハラクタハラクタハラクタハラクタ    ナフスィーナフスィーナフスィーナフスィー    ワワワワ    アンタアンタアンタアンタ    タワッフタワッフタワッフタワッファーハーァーハーァーハーァーハー。。。。ラカラカラカラカ    ママートゥママートゥママートゥママートゥハーハーハーハー    ワワワワ    マハヤーハーマハヤーハーマハヤーハーマハヤーハー。。。。インインインイン    アハヤイタハーアハヤイタハーアハヤイタハーアハヤイタハー    ファハファズハーファハファズハーファハファズハーファハファズハー。。。。ワワワワ    インインインイン    アマッタハーアマッタハーアマッタハーアマッタハー    ファファファファグフィルグフィルグフィルグフィル    ラハーラハーラハーラハー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アアアアスアルカルアーフィヤスアルカルアーフィヤスアルカルアーフィヤスアルカルアーフィヤ。。。。    「アッラーよ、あなたこそ私の魂を創造され、そしてそれを死なせるお方です。生かすも殺すもあなた
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次第です。もし生かして下さるのであれば、それをお守り下さい。もし御許へ召されるというのであれば、それをお赦し下さい。アッラーよ、私はあなたにご加護を求めます。」 

G�i−II  � �8 D!�  �  �:��a �, ���M	a �� �z 	( �� �>�5� �� �, h���\� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    キニーキニーキニーキニー    アザーバカアザーバカアザーバカアザーバカ    ヤウマヤウマヤウマヤウマ    トトトトゥブアスゥブアスゥブアスゥブアス    イバーダクイバーダクイバーダクイバーダク（（（（××××3333回回回回））））    「アッラーよ、あなたのしもべが復活させられるその日、私をあなたの罰からお守り下さい。」 

G��−II �> �Q 	b��5  � �8 D!� ��* 	N�� �� �2( ����� SS ビスミカッラーフンマビスミカッラーフンマビスミカッラーフンマビスミカッラーフンマ    アムートゥアムートゥアムートゥアムートゥ    ワワワワ    アハヤーアハヤーアハヤーアハヤー。。。。    「アッラーよ、あなたの御名において私は死に、そして生きます。」 

G��−II�'� ��� �̀ 	a44 �bI �C44��l�� �� $�44�l��S �' �144 	Q�R� ��I �C44��l�� �� $�44�l��S �'� ��
 � �c 	���I �C��l�� �� $�M �5 	B��� SS スブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラー（（（（××××33333333回回回回））））。。。。ワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥワルハムドゥ    リッラリッラリッラリッラーーーー（（（（××××33333333回回回回））））。。。。ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル（（（（××××34343434回回回回））））。。。。    「アッラーに称えあれ（33回）。アッラーにこそ全ての賞讃あれ（33回）。アッラーは偉大なり（34回）。」 

G��−II  � �8 D!�  �� �x	a  ?!� �2� �� �)  ?!�  e �B 3T ��  e �B �� ���  5 �B , ��*�+ �M!� �Â 	� �M!�  e �B
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 �>4�5 ��( �,�� , ����\ 	� ��!� ��, �T* �~	@¨� �� �.� �B 	( m!� �6 �t	� �� �� ,Æ �( �!� �� 3��R� �o�!� �� , ]̂ 	 �_
 �K�m�* �E����5 [� �<� �s@� ]̂ 	 �_ 3T �� 3 �Y 	� ���  �4 �8 D!�  [̂ 	 �_ �>4�D	a �\ ��	*4�D �� �6  �j� �s4@�

 �� �� �s4	@�� ��, [̂ 	 �_ �>4�\ 	( �� ��	*4�D �� �� �V� +!� �s	@�� �� , [̂ 	 �_ �  �1 	M �5 ��	*�D �� �� �<F� �s	@
 �� 	7 ��!� �� �� ����� 	d�� �� �� 	�  1!� � � �, ��	\�� , [̂ 	 �_ �>�@� �: ��	*�D �� ���r��a!�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイ    ワワワワ    ラッバルアルシルアズィームラッバルアルシルアズィームラッバルアルシルアズィームラッバルアルシルアズィーム。。。。ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    ラッバラッバラッバラッバ    クッラクッラクッラクッラ    シャイシャイシャイシャイ。。。。ファーリカルハッビファーリカルハッビファーリカルハッビファーリカルハッビ    ワワワワンナワーンナワーンナワーンナワー、、、、ワワワワ    ムンズィラッタウラーティムンズィラッタウラーティムンズィラッタウラーティムンズィラッタウラーティ    ワルイワルイワルイワルインジーリンジーリンジーリンジーリ、、、、ワルフルカーンワルフルカーンワルフルカーンワルフルカーン。。。。アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    アンタアンタアンタアンタ    アーヒズアーヒズアーヒズアーヒズンンンン    ビナースィヤティヒビナースィヤティヒビナースィヤティヒビナースィヤティヒ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アンタアンタアンタアンタルアウワルルアウワルルアウワルルアウワル    ファライサファライサファライサファライサ    カブラカカブラカカブラカカブラカ    シャイシャイシャイシャイ。。。。ワワワワ    アンタルアーヒルアンタルアーヒルアンタルアーヒルアンタルアーヒル    ファライサファライサファライサファライサ    バァダカバァダカバァダカバァダカ    シャイシャイシャイシャイ。。。。ワワワワ    アンタッザーヒルアンタッザーヒルアンタッザーヒルアンタッザーヒル    ファライサファライサファライサファライサ    ファウカカファウカカファウカカファウカカ    シャイシャイシャイシャイ。。。。ワワワワ    アンタルバーティヌアンタルバーティヌアンタルバーティヌアンタルバーティヌ    ファライサファライサファライサファライサ    ドドドドゥーナカゥーナカゥーナカゥーナカ    シャイシャイシャイシャイ。。。。イクディイクディイクディイクディ    アンナッダイナアンナッダイナアンナッダイナアンナッダイナ    ワワワワ    アグニナーアグニナーアグニナーアグニナー    ミナルファクルミナルファクルミナルファクルミナルファクル。。。。    「アッラーよ、7層の天の主、偉大なる玉座の主よ、私たちの主、万物の主、実と芽を芽吹かせるお方、タウラート（トーラー）とインジール（福音）とクルアーンを下したお方よ、私はあなたに全ての物の
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悪からのご加護を求めます。あなたはそれらのものの前頭部をお掴みになるお方です①。アッラーよ、あなたは過去の永遠から存在されたお方で、あなたの前には何も存在しません。あなたは未来の永劫にかけて存在されるお方で、あなたの後には何も存在しません。あなたは最も高きにおられるお方で、あなたの上には何も存在しません。あなたは最も近くにおられるお方で、あなたより近くには何も存在しません。私たちの負債を返済させ、貧困を取り除いて下さい。」 

G��−II � �A� ��  	� �¬ 	� �
�� , ��@� ��� �� , ��@� �� �� �� , ��@� �7 �b �� ��� �Q �M	r�� O ��!� �' �1 	Q�R�
 �O �� 	� ��  �� �K �!� SS アルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィー    アトゥアマナアトゥアマナアトゥアマナアトゥアマナーーーー    ワワワワ    サカーナーサカーナーサカーナーサカーナー、、、、ワワワワ    カファーナーカファーナーカファーナーカファーナー、、、、ワワワワ    アーアーアーアーワーナーワーナーワーナーワーナー。。。。ファカムファカムファカムファカム    ミンマッラーミンマッラーミンマッラーミンマッラー    カーフィヤカーフィヤカーフィヤカーフィヤ    ラフラフラフラフ    ワワワワ    ラーラーラーラー    ムウウィームウウィームウウィームウウィー。。。。    「私たちに食べさせ、飲ませ、満足させ、住まいを与えられるアッラーに賞賛あれ。十分に満足することなく、保護され安らぐ場所もない者たちも山ほど

                                         ① 訳者注：被造物は全てアッラーの支配下にあるということを表しています。 
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いるというのに。」 

G��−II  � �8 D!�  3T4 ��  e �B , �n 	Bj� �� �2� �� �)4  ?!� ���r��� �. �:� �8  J!� �� ��	* �/!� � �°� �,
 3 �Y 	�4 �� �� , �¤	��@ 3 �Y 	� �� �>�5 ��( �,�� , �s@� L �K!L  	��� �1 �8 	��� , �K �
*�D �� �� ]̂ 	 �_

 	*  J!� ]��D 	? �� ���L �Z  � �-�� 	��� , $�^( �b �¤	��@ �U �, �k � ��	\�� 	��� �� , �K�� 	 �Y �� ������ SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アーリマルガイビアーリマルガイビアーリマルガイビアーリマルガイビ    ワッシャハーワッシャハーワッシャハーワッシャハーダダダダ。。。。ファーティラッサマーワーティファーティラッサマーワーティファーティラッサマーワーティファーティラッサマーワーティ    ワルアルドゥワルアルドゥワルアルドゥワルアルドゥ。。。。ラッバラッバラッバラッバ    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    ワワワワ    マリーカフマリーカフマリーカフマリーカフ。。。。アアアアシュハドゥシュハドゥシュハドゥシュハドゥ    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンアンアンアントゥトゥトゥトゥ。。。。アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    ナフスィナフスィナフスィナフスィーーーー。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリッシャイターニシャッリッシャイターニシャッリッシャイターニシャッリッシャイターニ    ワワワワ    シルシルシルシルキヒキヒキヒキヒ。。。。ワワワワ    アンアンアンアン    アクタリファアクタリファアクタリファアクタリファ    アラーアラーアラーアラー    ナフスィナフスィナフスィナフスィーーーー    スーアンスーアンスーアンスーアン、、、、アウアウアウアウ    アジュッラフアジュッラフアジュッラフアジュッラフ    イラーイラーイラーイラー    ムスムスムスムスリムリムリムリム。。。。    「アッラーよ、不可視なる世界と可視なる世界を知るお方よ、天地の創造主よ、万物の主・支配者よ、私はあなた以外に真に崇拝すべきものはないことを証言します。そして自分自身の悪、シャイターンとシルク①の悪から、あなたにご加護を求めます。そして自分自身を害すること、或いは誰か他のムスリム
                                         ① 36頁の訳注①を参照のこと。 
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を害することからの庇護をあなたに求めます。」 

GG�−�°�* �e��m�
!� �T� �t	� �� � �� � �>	D�X� �Z �1�*�5 O ��!� �  �B��a �� �� アッ＝サジダ章（平伏礼章）とアル＝ムルク章（大権章）を読む。 

GGG−II  � �8 D!�  h �8 	- �� �s 	8  - �� ��, �>	* �!�L O �� 	��� �s 	}  (�� ��, �>	* �!�L �¤	��@ �s 	Q�D 	b��
 L �>4	� �� � �~	� ��  �� �� �~	D �� , �>	* �!�L $;�a 	V �B �� $;�a 	d �B , �>	* �!�L O �� 	8�¡ �2	�� 	9�� ��, �>	* �!�L

 �
�5 �s	� ��� , �>	* �!�L �s	D �b 	B�� O ��!� �>P*�a���5 �� �s	! �t	@�� O ��!� �>�5��m� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アスラムトゥアスラムトゥアスラムトゥアスラムトゥ    ナフスィーナフスィーナフスィーナフスィー    イライライライライクイクイクイク。。。。ワワワワ    ファウワドゥトゥファウワドゥトゥファウワドゥトゥファウワドゥトゥ    アムリーアムリーアムリーアムリー    イライクイライクイライクイライク。。。。ワワワワ    ワッジャハトゥワッジャハトゥワッジャハトゥワッジャハトゥ    ワジュヒーワジュヒーワジュヒーワジュヒー    イライクイライクイライクイライク。。。。ワワワワ    アルジャアトゥアルジャアトゥアルジャアトゥアルジャアトゥ    ザハリーザハリーザハリーザハリー    イライクイライクイライクイライク。。。。ラグバタンラグバタンラグバタンラグバタン    ワワワワ    ラハバタンラハバタンラハバタンラハバタン    イライクイライクイライクイライク。。。。ラーラーラーラー    マルジャアマルジャアマルジャアマルジャア    ワワワワ    ラーラーラーラー    マンジャーマンジャーマンジャーマンジャー    ミンカミンカミンカミンカ    イッラーイッラーイッラーイッラー    イライクイライクイライクイライク。。。。アーマントゥアーマントゥアーマントゥアーマントゥ    ビキタービカッラズィービキタービカッラズィービキタービカッラズィービキタービカッラズィー    アンザルアンザルアンザルアンザルトゥトゥトゥトゥ。。。。ワワワワ    ビナビーイカッラズィービナビーイカッラズィービナビーイカッラズィービナビーイカッラズィー    アルサルトゥアルサルトゥアルサルトゥアルサルトゥ。。。。    「アッラーよ、私は我が身をあなたに服従させ、私のことをあなたに委ねました。そして私の顔をあなたに向け、私の背中をあなたの庇護のもとに置きます。あなたを望み、あなたを畏れて①。あなたからの
                                         ① つまりアッラーの報奨やお赦しを望み、かれのお怒りや懲罰を恐れること。 
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避難所も救済もあなた以外にはありません。私はあなたが下されたあなたの啓典と、あなたが遣わされたあなたの預言者を信じます。」 
29292929．．．．夜夜夜夜にににに寝返寝返寝返寝返りをりをりをりを打打打打ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

GG�−II �) �8��4	* �5 �4 �� �� �n 	B�j� �� �2� ��)4  ?!� "e �B, �B�  8 �7!� �1 �N� �(!� �'� L �K!L  
 �B�  � �/!� �t� �t �M!�� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフルワーヒドゥルカイッラッラーフルワーヒドゥルカイッラッラーフルワーヒドゥルカイッラッラーフルワーヒドゥルカッハールッハールッハールッハール、、、、ラッブッサマーワーティラッブッサマーワーティラッブッサマーワーティラッブッサマーワーティ    ワルアルディワルアルディワルアルディワルアルディ    ワワワワ    マーマーマーマー    バイナフマルアズィーズルガッファールバイナフマルアズィーズルガッファールバイナフマルアズィーズルガッファールバイナフマルアズィーズルガッファール。。。。    「唯一者で支配者であるアッラーの他に真に崇拝すべきものはありません。天地とその間にあるものの主、威光高く赦し深いお方よ。」 

30303030．．．．睡眠時睡眠時睡眠時睡眠時のののの恐怖恐怖恐怖恐怖やややや寂寂寂寂しさをしさをしさをしさを感感感感じたじたじたじた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

GGg−II �K�5� �7 �, �� �K�a �� �d 	� �� �2�  �� m!� �'� �2 �)�D �
�5 ��( �,�� 	�4 �� �� , �Z�:�4�a �, 3 �Y �� ,
 ��� � �=	 �¿ 	��� �� �C�r��*  J!� �2� �t � �́� SS アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーティィィィ    ミンミンミンミン    ガダビヒガダビヒガダビヒガダビヒ    ワワワワ    イカービヒイカービヒイカービヒイカービヒ。。。。ワワワワ    シャッシャッシャッシャッリリリリ    イバーディヒイバーディヒイバーディヒイバーディヒ。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    ハマザーティッシャハマザーティッシャハマザーティッシャハマザーティッシャヤーティーニヤーティーニヤーティーニヤーティーニ    ワワワワ    アンアンアンアン    ヤハドゥルーンヤハドゥルーンヤハドゥルーンヤハドゥルーン。。。。    「私はアッラーの完璧な御言葉をもって、かれのお怒り、懲罰、かれのしもべのもたらす悪、シャイタ
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ーンの囁き、そしてシャイターンが私のもとへやって来ることからのご加護を求めます。」 
31313131．．．．悪夢悪夢悪夢悪夢をををを見見見見たたたた時時時時にすることにすることにすることにすること 

GGi−  ��* �-  �!� �����	*  J!� �� �� '��5 ��( �,��� 
114114114114－－－－「左側に唾を吹く。（×3回）」 「シャイターンと見た悪夢からのアッラーのご加護を求める（「アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ミナッシャイタミナッシャイタミナッシャイタミナッシャイターニッラジームーニッラジームーニッラジームーニッラジーム（呪われるべきシャイターンからアッラーの御加護を求めます）」と 3回言う）。」 「そしてそれまでとは逆の方を向いて寝る。」 「誰にもその内容について話さない。」 

115115115115－－－－「もしそうしたければ、礼拝のために起き上がる。」 
32323232．．．．ウィトルウィトルウィトルウィトルのののの礼礼礼礼拝時拝時拝時拝時ののののクヌートクヌートクヌートクヌート①のドアーのドアーのドアーのドアー 

GG�−II  � �8 D!�  	� �Q*�� h��  ! �( �� ��, �s	* ��� �, 	� �Q*�� h����� �, ��, �s	� �1 �V 	� �Q*�� �� �1 	V�
 �Ç	7��  �� �È 	7�� �> @�± �� , �s	* ���\ � ��  �Y h���\ �� , �s	*�� 	,�� �)*�� �� 	  �B��5 ��, �s	*  ! �( ��

 �s	* �!� �� 	� �� "6 �� ��  �K @�L , �>	*�D �,,I �s	� �:� �, 	� �� "t �M ��  ��S ���  5 �B �s 	� �B��a �� ,
                                         ① 訳者注：「ウィトル」とは、イシャー後からファジュル前までに行うのがスンナ・ムアッカダ（義務ではないが非常に推奨された行為）とされている、奇数回の形式をとる礼拝のことです。「クヌート」は、その最後のラクアのルクーウ前か後に行われるドアーのことを指します。 
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 �s	* �!� �M �� ��� SS アッラーフンマハディニーアッラーフンマハディニーアッラーフンマハディニーアッラーフンマハディニー    フィーマンフィーマンフィーマンフィーマン    ハダイトハダイトハダイトハダイトゥゥゥゥ。。。。ワワワワ    アーフィニーアーフィニーアーフィニーアーフィニー    フィーマンフィーマンフィーマンフィーマン    アーファイトアーファイトアーファイトアーファイトゥゥゥゥ。。。。ワワワワ    タワッラニータワッラニータワッラニータワッラニー    フィーマンフィーマンフィーマンフィーマン    タワッライトタワッライトタワッライトタワッライトゥゥゥゥ。。。。ワワワワ    バーリクバーリクバーリクバーリク    リーリーリーリー    フィーマーフィーマーフィーマーフィーマー    アァタイトアァタイトアァタイトアァタイトゥゥゥゥ。。。。ワワワワ    キニーキニーキニーキニー    シャッラシャッラシャッラシャッラ    マーマーマーマー    カダイトゥカダイトゥカダイトゥカダイトゥ。。。。フフフファインナカァインナカァインナカァインナカ    タクディータクディータクディータクディー    ワワワワ    ラーラーラーラー    ユクダーユクダーユクダーユクダー    アアアアライクライクライクライク。。。。インナフインナフインナフインナフ    ラーラーラーラー    ヤズィッルヤズィッルヤズィッルヤズィッル    マンマンマンマン    ワーワーワーワーライトゥライトゥライトゥライトゥ。（。（。（。（ワワワワ    ラーラーラーラー    ヤイッズヤイッズヤイッズヤイッズ    マンマンマンマン    アーダイトアーダイトアーダイトアーダイトゥゥゥゥ））））タバーラクタタバーラクタタバーラクタタバーラクタ    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    タアーライトタアーライトタアーライトタアーライトゥゥゥゥ。。。。    「アッラーよ、あなたが導かれた者のように私を導いて下さい。あなたが護られた者のように私を護って下さい。あなたがその諸事を引き受けられた者のように、私の諸事をお引き受け下さい。そしてあなたが与えて下さったものにおいて私を祝福して下さい。そしてあなたが運命付けた悪から私を御護り下さい。あなたこそは判決を下されるお方で、判決される者ではありません。あなたは、あなたが保護された者を辱めることはありません。（そしてあなたが敵対した者は、権勢を得ることはありません）私た
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ちの主よ、あなたは祝福に溢れた崇高なお方です。」 

GG�−II  � �8 D!�  , �>�m �5( �7 �, 	� �� �>��� ��� �M �Q�5 �� , �>�� �µ �b 	� �� � � �} ���5 ��( �,�� 3��L
 �> �? 	��@ �U �, �s	*�� 	��� �) �� �s	@� , �>	*�D �, $̂ ��� �� �» 	N��  , �>	� �� �>�5 ��( �,�� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビリダーカビリダーカビリダーカビリダーカ    ミンミンミンミン    サハティクサハティクサハティクサハティク。。。。ワワワワ    ビムアーファビムアーファビムアーファビムアーファーティカーティカーティカーティカ    ミミミミンンンン    ウクーバティクウクーバティクウクーバティクウクーバティク。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンクミンクミンクミンク。。。。ラーラーラーラー    ウフスィーウフスィーウフスィーウフスィー    サナーアンサナーアンサナーアンサナーアン    アライカアライカアライカアライカ、、、、アンタアンタアンタアンタ    カマーカマーカマーカマー    アスナイタアスナイタアスナイタアスナイタ    アラーアラーアラーアラー    ナフスィクナフスィクナフスィクナフスィク。。。。    「アッラーよ、私はあなたのご満悦によってあなたのお怒りからの、そしてあなたの寛容さによってあなたの懲罰からの、あなたによる、あなたからのご加護を求めます。私たちはあなたが御自身を讃美されたようにあなたを讃美することはできません。」 

GG�−II  � �8 D!� , �1 �~ 	?�@ �� 3f �u�@ �>�! �� , �1�a 	M�@ � �  ��L  , �1 �� 	̀ �@ �� ��M 	?�@ �>	* �!�L ��
 [o �̀ 	D �� ��� ����� �
!��5 �>�5� �� �,  ��L , �>�5� �� �, � �J 	µ�@ ��, �>�m� 	� �B ( �- 	��@�  � �8 D!�  � @�L

  , �>�5 �� �� 	��@ ��  , �  �� �� 	
�@  �� , � 	%��� �>	*�D �, h��	& �@ �� , �  �� �� 	/�m 	?�@ �� , �>��* �M�m 	?�@
 �� , �>�! �x �� 	µ�@ �� �  �� �� 	
 �� 	� �� �x�D 	µ�@� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    イーヤーカイーヤーカイーヤーカイーヤーカ    ナァブドゥナァブドゥナァブドゥナァブドゥ。。。。ワワワワ    ララララカカカカ    ヌサッリーヌサッリーヌサッリーヌサッリー    ワワワワ    ナスジュドゥナスジュドゥナスジュドゥナスジュドゥ。。。。ワワワワ    イライカイライカイライカイライカ    ナスアーナスアーナスアーナスアー    ワワワワ    ナハフィドゥナハフィドゥナハフィドゥナハフィドゥ。。。。ナルジューナルジューナルジューナルジュー    ラハマラハマラハマラハマ
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タカタカタカタカ、、、、ワワワワ    ナフシャーナフシャーナフシャーナフシャー    アザーバクアザーバクアザーバクアザーバク。。。。インナインナインナインナ    アザアザアザアザーバカーバカーバカーバカ    ビルカーフィリーナビルカーフィリーナビルカーフィリーナビルカーフィリーナ    ムルハクムルハクムルハクムルハク。。。。アッラーアッラーアッラーアッラーフンマフンマフンマフンマ    インナーインナーインナーインナー    ナスタイーヌカナスタイーヌカナスタイーヌカナスタイーヌカ、、、、ワワワワ    ナスタグナスタグナスタグナスタグフィルクフィルクフィルクフィルク。。。。ワワワワ    ヌスニーヌスニーヌスニーヌスニー    アライカルハイラアライカルハイラアライカルハイラアライカルハイラ、、、、ワワワワ    ララララーーーー    ナクフルクナクフルクナクフルクナクフルク。。。。ワワワワ    ヌウミヌヌウミヌヌウミヌヌウミヌ    ビカビカビカビカ、、、、ワワワワ    ナフダナフダナフダナフダウウウウ    ラクラクラクラク。。。。ワワワワ    ナフラウナフラウナフラウナフラウ    マンマンマンマン    ヤクフルクヤクフルクヤクフルクヤクフルク。。。。    「アッラーよ、あなたを私たちは崇拝し、あなたに祈り跪き、あなたへと向かって奔走し奉仕し、あなたのご慈悲を願い、あなたの懲罰を怖れます。あなたの懲罰は必ずや不信仰者たちに降りかかります。アッラーよ、私たちはあなたにご援助とお赦しを求めます。そしてあなたをよく讃美し、あなたへの不信仰には陥りません。私たちはあなたを信仰します。私たちはあなたに服従し、あなたを信仰しない者から背き去ります。」 
33333333．．．．ウィトルウィトルウィトルウィトルのののの礼拝礼拝礼拝礼拝ののののサラームサラームサラームサラーム後後後後のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル 

GG�− II �¹� "1 �7!� �>�D�X� ��� �̀ 	a �bII SS �; �
��l�X� 3e �B  �§� "�!� ��� SS スブハーナルマリキルクッドゥーススブハーナルマリキルクッドゥーススブハーナルマリキルクッドゥーススブハーナルマリキルクッドゥース（（（（××××3333回回回回）（）（）（）（3333回回回回目目目目はははは声声声声にににに出出出出してしてしてして言言言言いいいい、、、、次次次次のののの言葉言葉言葉言葉をををを付付付付けけけけ足足足足すすすす。）。）。）。）ラッビラッビラッビラッビルマラーイカティルマラーイカティルマラーイカティルマラーイカティ    ワッルーフワッルーフワッルーフワッルーフ。。。。    「聖なる王者に称えあれ（3 回目には「天使たちと
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ジブリールの主」と付け足す）。」 
34343434．．．．苦悩苦悩苦悩苦悩とととと悲悲悲悲しみのしみのしみのしみの際際際際のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  ]n� �� , �  �1�*�5 h�m�* �E��@ , �>�m ���� ��	5�� , �  �1	a �, ��	5�� , �  �1	a �, 3��L
 	1 �, , �> �Q 	
 �N  �A �K�5 �s	*  Q �b , �>�! �( �V ]� 	b� 3T �
�5 �>�!�� 	b�� , �  �̧ � ���\  �A [6

 �A �K�5 �2 	���	��m 	b� 	��� , �>�7	D �< 	� �� $�1 �N�� �K�m 	Q D �, 	��� , �>�5��m�� �A �K�m 	! �t	@�� 	��� , �> �? 	��@
 �� , h�a	D �\ �x*�5 �B ��� 	� �7!� �T �M 	 �� 	��� , �  �1	� �, ��	* �/!� ��	D �, �̂ l �- �� , O �B 	1 �E �B(�@

h3 �́  �e� �V �� �� , �� 	t �N� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アブドゥクアブドゥクアブドゥクアブドゥク。。。。イブヌイブヌイブヌイブヌ    アブディクアブディクアブディクアブディク。。。。イブヌイブヌイブヌイブヌ    アマティクアマティクアマティクアマティク。。。。ナースィヤティナースィヤティナースィヤティナースィヤティーーーー    ビヤディクビヤディクビヤディクビヤディク。。。。マーディンマーディンマーディンマーディン    フィーヤフィーヤフィーヤフィーヤ    フクムカフクムカフクムカフクムカ、、、、アドゥルンアドゥルンアドゥルンアドゥルン    フィーヤフィーヤフィーヤフィーヤ    カダーウクカダーウクカダーウクカダーウク。。。。アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ビクッリスミンビクッリスミンビクッリスミンビクッリスミン    フワフワフワフワ    ラカラカラカラカ、、、、サンマイタサンマイタサンマイタサンマイタ    ビヒビヒビヒビヒ    ナフサクナフサクナフサクナフサク。。。。アウアウアウアウ    アンザルタフアンザルタフアンザルタフアンザルタフ    フィーフィーフィーフィー    キタービキタービキタービキタービクククク。。。。アウアウアウアウ    アッラムタフアッラムタフアッラムタフアッラムタフ    アハダンアハダンアハダンアハダン    ミンミンミンミン    ハルキハルキハルキハルキクククク。。。。アウィスタアサルタアウィスタアサルタアウィスタアサルタアウィスタアサルタ    ビヒビヒビヒビヒ    フィーフィーフィーフィー    イルミルイルミルイルミルイルミルガイビガイビガイビガイビ    インダクインダクインダクインダク。。。。アンアンアンアン    タジタジタジタジュアラルクルアーナュアラルクルアーナュアラルクルアーナュアラルクルアーナ    ラビーアラビーアラビーアラビーア    カルビーカルビーカルビーカルビー。。。。ワワワワ    ヌーラヌーラヌーラヌーラ    サドゥリーサドゥリーサドゥリーサドゥリー。。。。ワワワワ    ジャラーアジャラーアジャラーアジャラーア    フズニーフズニーフズニーフズニー。。。。ワワワワ    ザハーバザハーバザハーバザハーバ    ハンミーハンミーハンミーハンミー。。。。    「アッラーよ、私はあなたのしもべです。あなたの男のしもべの息子で、あなたの女のしもべの息子で
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す。私の前髪はあなたの御手に委ねられています①。あなたの私に対する裁定は既に成され、私に関するあなたの判決は公正です。私はあなたが自らそう名付けられた、あるいはあなたの啓典の中で下された、あるいはあなたがあなたの創造物に教えられた、あるいはあなたが不可視なる知識においてそれを占有されている全ての御名において、クルアーンを私の心の春とし、私の胸中の光とし、私の悲しみや不安を取り除くものとして下さい。」 

G�G−II  � �8 D!�  �T 	µ�a!� ��, �T �? �
!� �� �t 	~ �M!� �� , �� 	t�R� �� 3��0� �� �� �>�5 ��( �,�� 3��L
 �6� �- 3�!� �;�a �D �d �� ��	�  1!� �x�D �} ��, ��	a�9� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナミナミナミナルハンミルハンミルハンミルハンミ    ワルハザンワルハザンワルハザンワルハザン。。。。ワルアジュズィワルアジュズィワルアジュズィワルアジュズィ    ワルカサワルカサワルカサワルカサルルルル。。。。ワルブフリワルブフリワルブフリワルブフリ    ワワワワルジュブンルジュブンルジュブンルジュブン。。。。ワワワワ    ダライッダイダライッダイダライッダイダライッダイニニニニ    ワワワワ    ガラバティッリジャールガラバティッリジャールガラバティッリジャールガラバティッリジャール。。。。    「アッラーよ、苦悩と悲しみから、無能と怠惰から、吝嗇と臆病から、借金の重みと男たちの圧制からのご加護を求めます」 

                                         ① 訳者注：97頁の脚注①参照。 
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35353535．．．．心配心配心配心配をををを除去除去除去除去するドアーするドアーするドアーするドアー 

G��−II  , ��*�+ �M!� �Â 	� �M!� "e �B �'� L �K!L  , ��*�D�R� ��*�+ �M!� �'� L �K!L 
 "e �B �� �n 	B�j� "e �B �� �2� �� �)  ?!� "e �B �'� L �K!L  ��� �� �
!� �Â 	� �M!��SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフルアズィームルハイッラッラーフルアズィームルハイッラッラーフルアズィームルハイッラッラーフルアズィームルハリームリームリームリーム。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ラッブラッブラッブラッブルアルシルアズィームルアルシルアズィームルアルシルアズィームルアルシルアズィーム。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッイッラッイッラッイッラッラーフラーフラーフラーフ    ラッブッサマーワーティラッブッサマーワーティラッブッサマーワーティラッブッサマーワーティ    ワワワワ    ラッブルアラッブルアラッブルアラッブルアルディルディルディルディ    ワワワワ    ラッブルアルシルカリームラッブルアルシルカリームラッブルアルシルカリームラッブルアルシルカリーム。。。。    「偉大かつ寛大なアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、偉大なる玉座の主であるアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、天地の主・貴い玉座の主アッラーの他に真に崇拝すべきものはありません。」 

G�g−II  � �8 D!�  �>�m� 	� �B  �� 	¦�D 	E�� ��, ] 	C �, �;�� 	��r �¤	��@ ���L h��	D�
�� l�� ( �- 	B��
 �s	@�� L �K!L , �K D �� ��	� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラハマタカラハマタカラハマタカラハマタカ    アルジューアルジューアルジューアルジュー    ファラファラファラファラーーーー    タキルニータキルニータキルニータキルニー    イラーイラーイラーイラー    ナフスィーナフスィーナフスィーナフスィー    タルファタタルファタタルファタタルファタ    アインアインアインアイン。。。。ワワワワ    アスリフアスリフアスリフアスリフ    リーリーリーリー    シャアニーシャアニーシャアニーシャアニー    クッラクッラクッラクッラフフフフ。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。    「アッラーよ、あなたのご慈悲を願います。私を一瞬たりとも見放さないで下さい。私に関すること全
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てを正して下さい。あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。」 

G�i−II �C��X� +!� �� �� �s	� �� 3��L �>�@� �̀ 	a �b �s	@�� L �K!L � SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンタアンタアンタアンタ    スブハーナカスブハーナカスブハーナカスブハーナカ    インニーインニーインニーインニー    クントゥクントゥクントゥクントゥ    ミナッザーリミーンミナッザーリミーンミナッザーリミーンミナッザーリミーン。。。。    「あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。あなたに称えあれ。私は本当に罪悪者の類でした。」 

G��−II $�y	* �� �K�5 �  � 	Y��  3 �B �'� �'�� SS アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アッラーアッラーアッラーアッラーフフフフ    ラッビーラッビーラッビーラッビー    ラーラーラーラー    ウシュウシュウシュウシュリクリクリクリク    ビヒビヒビヒビヒ    シャイアーシャイアーシャイアーシャイアー。。。。    「アッラー、アッラーこそ私の主、私はかれに何ものも並べて拝しません。」 
36363636．．．．敵敵敵敵やややや暴君暴君暴君暴君にににに会会会会うううう時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  	� �V �B� � �Y 	� �� �>�5 ��( �M�@ �� 	� �V �B( �̀ �@ �A �>�D �M 	~�@ � @�L� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インナーインナーインナーインナー    ナジュアルカナジュアルカナジュアルカナジュアルカ    フィーフィーフィーフィー    ヌフーリヒムヌフーリヒムヌフーリヒムヌフーリヒム。。。。    ワワワワ    ナウーズナウーズナウーズナウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シュシュシュシュルーリヒムルーリヒムルーリヒムルーリヒム。。。。    「アッラーよ、私たちはあなたを彼らに対する護りとし、あなたに彼らの諸悪からのご加護を求めます。」 
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G��−II  � �8 D!� , O �1 �� �, �s	@�� , O �% �u�@ �s	@�� ��   , �6( �E�� �>�5 �� , �6( �-�� �>�5
 �T��� �\�� �>�5 ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アンタアンタアンタアンタ    アドゥディーアドゥディーアドゥディーアドゥディー。。。。ワワワワ    アンアンアンアンタタタタ    ナスィーリーナスィーリーナスィーリーナスィーリー。。。。ビカビカビカビカ    アジュールアジュールアジュールアジュール。。。。ワワワワ    ビカビカビカビカ    アアアアスールスールスールスール。。。。ワワワワ    ビカビカビカビカ    ウカーティルウカーティルウカーティルウカーティル。。。。    「アッラーよ、あなたは私の力で、あなたは私の援助者です。あなたによって遠征し、あなたによって攻め入り、あなたによって戦います。」 

G��−II �N �T*�� �(!� �� 	M�@ �� �'� ����a 	?� SS ハスブナッラーフハスブナッラーフハスブナッラーフハスブナッラーフ    ワワワワ    ニァマルワキールニァマルワキールニァマルワキールニァマルワキール。。。。    「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。」 
37373737．．．．暴君暴君暴君暴君のののの不正不正不正不正をををを恐恐恐恐れるれるれるれる者者者者のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  $�B� �- �� 	� �� , ��*�+ �M!� �Â 	� �M!�  e �B �� , �x	a �?!� �2� �� �)  ?!�  e �B
 ��l �< 	� �� �K�5� �t 	N�� �� , ]�l�� ��	5 ��l�� 	� �� 	��� 	� �8	� �� [1 �N�� �U �, �² �� 	� �� 	��� , �>�7

 �s	@�� L �K!L  �� , �  �̧ ��� ��  T �- �� , �  �B� �-  t �, , � �/	� ��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイ、、、、ワワワワ    ラッバルアルシルアズィームラッバルアルシルアズィームラッバルアルシルアズィームラッバルアルシルアズィーム。。。。クッリークッリークッリークッリー    ジャジャジャジャーランーランーランーラン    ミンミンミンミン    フラーニブニフラーニブニフラーニブニフラーニブニ    フラーニンフラーニンフラーニンフラーニン（（（（ここにここにここにここに対象対象対象対象となるとなるとなるとなる者者者者のののの名前名前名前名前をあてはめるをあてはめるをあてはめるをあてはめる））））、、、、ワワワワ    アハザービアハザービアハザービアハザービ
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ヒヒヒヒ    ミンミンミンミン    ハラーイキカハラーイキカハラーイキカハラーイキカ、、、、アンアンアンアン    ヤフルタヤフルタヤフルタヤフルタ    アライアライアライアライヤヤヤヤ    アハドゥンアハドゥンアハドゥンアハドゥン    ミンフムミンフムミンフムミンフム    アウアウアウアウ    ヤトゥヤトゥヤトゥヤトゥガーガーガーガー。。。。アアアアッザッザッザッザ    ジャールカジャールカジャールカジャールカ、、、、ワワワワ    ジャッラジャッラジャッラジャッラ    サナーウカサナーウカサナーウカサナーウカ。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アントゥアントゥアントゥアントゥ。。。。    「アッラーよ、7 層の天と偉大な玉座の主よ、何某（ここに対象となる者の名前を入れる）とその徒党が私を虐げることのないよう、私の隣人（守護者）になって下さい。あなたの隣人となった者こそ強大で、あなたへの讃美こそ崇高です。あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。」 

Gg�−II4 �¬ "t4 �,�� �'� , $�4M*� �® �K �7	D �< 	� �� "t �,�� �'� , � �c 	��� �'�, �B ��4 	N�� �� �k�4 �<�� � 
, �(4 �V L �K!L  O ��!� �'��5 ��( �,��  �U4 �, ��4 	M �7 �� 	��� �x	a4 �?!� �2� ��)4  ?!� �>4 �? 	Q�X�

, �K�@ 	��±�5 L �n 	B�j�  3�4 �9� �� ��, �K �,��* 	��� �� �K �,��a 	��� �� �Z�:(�� �- ��, ]�l�� �  �1	a �, 3 �Y 	� ��
 , ��	@ �̈ � ��  � �8 D!�  �� 	� �� �  �B�4�a �� �� , �  �B�4 �-  t �, �� �  	̧ ��� ��  T �- , 	� �V 3 �Y 	� �� $�B� �- 

 �  � 	% �d �K!L  ��, �> �Q 	b�  � SS アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アアッズアアッズアアッズアアッズ    ミミミミンンンン    ハルキヒハルキヒハルキヒハルキヒ    ジャミーアージャミーアージャミーアージャミーアー。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アアッアアッアアッアアッズズズズ    ミンマーミンマーミンマーミンマー    アハーフアハーフアハーフアハーフ    ワワワワ    アハザルアハザルアハザルアハザル。。。。アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビッラーヒッラーズィービッラーヒッラーズィービッラーヒッラーズィービッラーヒッラーズィー    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッライッライッライッラーフーフーフーフ。。。。アルムムスィキッサマーワーティッサブイアルムムスィキッサマーワーティッサブイアルムムスィキッサマーワーティッサブイアルムムスィキッサマーワーティッサブイ    
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アンアンアンアン    ヤカァナヤカァナヤカァナヤカァナ    アラルアルディアラルアルディアラルアルディアラルアルディ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビイビイビイビイズニヒズニヒズニヒズニヒ、、、、ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    アブディカアブディカアブディカアブディカ    フラーニンフラーニンフラーニンフラーニン（（（（ここにここにここにここに対象対象対象対象となるとなるとなるとなる者者者者のののの名前名前名前名前をををを入入入入れるれるれるれる））））、、、、ワワワワ    ジュヌジュヌジュヌジュヌーディヒーディヒーディヒーディヒ    ワワワワ    アトゥバーイヒアトゥバーイヒアトゥバーイヒアトゥバーイヒ    ワワワワ    アシュヤーイアシュヤーイアシュヤーイアシュヤーイヒヒヒヒ、、、、ミナルジンニミナルジンニミナルジンニミナルジンニ    ワルインスワルインスワルインスワルインス。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ククククッリーッリーッリーッリー    ジャーランジャーランジャーランジャーラン    ミンミンミンミン    シャッリヒムシャッリヒムシャッリヒムシャッリヒム。。。。ジャッジャッジャッジャッララララ    サナーウカサナーウカサナーウカサナーウカ    ワワワワ    アッザアッザアッザアッザ    ジャールカジャールカジャールカジャールカ。。。。ワワワワ    タタタタバーラカスムカバーラカスムカバーラカスムカバーラカスムカ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    ガイルクガイルクガイルクガイルク。。。。（（（（××××3333回回回回））））    「アッラーは偉大なり。アッラーは全てのかれの創造物より偉大なり、アッラーは私が恐れ私が警戒するもの以上に強大なり。私はかれ以外に真に崇拝すべきものは無く、かれの許可なしには大地に崩れ落ちてしまうところの 7 層の天を支えるお方アッラーに、人とジンから成るあなたのしもべの何某（ここに対象となる者の名前を入れる）と彼の軍隊・追従者たち・その一派の悪からご加護を求めます。アッラーよ、彼らの悪から私を護る隣人（守護者）になって下さい。あなたへの讃美こそ崇高で、あなたの隣人こそ強大です。あなたの御名は祝福に溢れ、あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。」 
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38383838．．．．敵敵敵敵にににに対対対対するドアーするドアーするドアーするドアー 

GgG−II  � �8 D!�  �j� �z �t4 	V�, �e�4 �? �R� �x4� � ��, �e��m�
!� �6 �t	� �� , �e� �t4 	N  �4 �8 D!� 
 	�� 	0 �t 	! �� �� 	� �8 	� �t 	V�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ムンズィラルキターブムンズィラルキターブムンズィラルキターブムンズィラルキターブ。。。。サリーアサリーアサリーアサリーアルヒサーブルヒサーブルヒサーブルヒサーブ。。。。イフズィミルアハザーブイフズィミルアハザーブイフズィミルアハザーブイフズィミルアハザーブ。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフンマフズィムフムンマフズィムフムンマフズィムフムンマフズィムフム    ワワワワ    ザルズィルフムザルズィルフムザルズィルフムザルズィルフム。。。。    「アッラーよ、啓典を下されたお方よ、清算を敏速になされるお方よ、敵軍を敗走させて下さい。アッラーよ、彼らを揺るがせ敗走させて下さい。」 

39393939．．．．人人人人々々々々をををを恐恐恐恐れるれるれるれる時時時時にににに言言言言うドアーうドアーうドアーうドアー 

Gg�−II  � �8 D!�  �s	y �� �)�5 	� �8*�� �� 	��� SS アッラアッラアッラアッラーフンマクフィニーヒムーフンマクフィニーヒムーフンマクフィニーヒムーフンマクフィニーヒム    ビマービマービマービマー    シウタシウタシウタシウタ。。。。    「アッラーよ、あなたが望まれる方法で私を彼らからお護り下さい。」 
40404040．．．．信仰心信仰心信仰心信仰心にににに疑問疑問疑問疑問がががが生生生生じたじたじたじた者者者者のドアーのドアーのドアーのドアー 

133133133133－－－－「疑いを持ったことからアッラーにご加護を求める。」 

Ggi−II �K�D �b �B �� �'��5 �s	� ���� SS アーマントゥアーマントゥアーマントゥアーマントゥ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ワワワワ    ルスリヒルスリヒルスリヒルスリヒ。。。。    「私はアッラーとかれの預言者たちを信じます。」 
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Gg�−� 	 �_ 3T �
�5 �( �V �� ���r��a!� �� �� �V� +!� �� �� �<F� �� �6  ��j� �( �V [�*�D �, ]̂� � フワルフワルフワルフワル    アウワルアウワルアウワルアウワル    ワルアーヒルワルアーヒルワルアーヒルワルアーヒル    ワッザーヒルワッザーヒルワッザーヒルワッザーヒル    ワルバーティヌワルバーティヌワルバーティヌワルバーティヌ    ワワワワ    フワフワフワフワ    ビクッリビクッリビクッリビクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    アリームアリームアリームアリーム。。。。    『アッラーよ、あなたは過去の永遠から存在されたお方。未来の永劫にかけて存在されるお方。最も高きにおられるお方。最も近くにおられるお方です。そしてかれは全ての事物を熟知なされます。』【鉄章：3】 

41414141．．．．重重重重いいいい負債負債負債負債をををを抱抱抱抱えたえたえたえた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 
Gg� −II  � �8 D!�  �D 	� ���5 h���� 	d�� �� �> ��� �� �N 	� �, �>�!l �̀ �5 h�� �� 	�� � � �( �b 	�  Q �, �>�SS アッラーフンマクフィニーアッラーフンマクフィニーアッラーフンマクフィニーアッラーフンマクフィニー    ビハラーリカビハラーリカビハラーリカビハラーリカ    アンアンアンアン    ハラーミカハラーミカハラーミカハラーミカ    ワワワワ    アグニニーアグニニーアグニニーアグニニー    ビファドゥリカビファドゥリカビファドゥリカビファドゥリカ    アアアアンマンンマンンマンンマン    スィワーカスィワーカスィワーカスィワーカ。。。。    「アッラーよ、私をハラームのものではなくあなたのハラールのもので充分として下さい。① そしてあなたの恩恵によって、私をあなただけで足る者として下さい。」 

                                         ① 訳者注：ハラームとはイスラーム法上非合法と規定された物事で、ハラールとはそこにおいて合法と規定された物事。 
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Gg�−II  � �8 D!�  �T4 	µ�a!� �� , �T �? �
!� �� �t 	~ �M!� �� , �� �t�R� �� 3��0� �� �� �>�5 ��( �,�� 3��L
 �� �6� �- 3�!� �;�a �D �d �� ��	�  1!� �x�D �} �� , ��	a�9�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミナミナミナミナルハンミルハンミルハンミルハンミ    ワルハザンワルハザンワルハザンワルハザン。。。。ワルアジュズィワルアジュズィワルアジュズィワルアジュズィ    ワルカサワルカサワルカサワルカサルルルル。。。。ワルブフリワルブフリワルブフリワルブフリ    ワルジュブンワルジュブンワルジュブンワルジュブン。。。。ワワワワ    ダライッダイダライッダイダライッダイダライッダイニニニニ    ワワワワ    ガラバティッリジャールガラバティッリジャールガラバティッリジャールガラバティッリジャール。。。。    「アッラーよ、苦悩と悲しみから、無能と怠惰から、吝嗇と臆病から、借金の重みと男たちの圧制からのご加護を求めます。」 

42424242．．．．礼拝礼拝礼拝礼拝やややや読誦時読誦時読誦時読誦時のののの悪魔悪魔悪魔悪魔のののの囁囁囁囁きにきにきにきに対対対対するドアーするドアーするドアーするドアー 

Gg�−II 	*  J!� �� �� �'��5 ��( �,�� ��* �-  �!� ������ SS アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ミナッシャイターニッラジミナッシャイターニッラジミナッシャイターニッラジミナッシャイターニッラジームームームーム。。。。（（（（そしてそしてそしてそして左左左左のののの方方方方にににに 3333回唾回唾回唾回唾をををを吐吐吐吐くくくく））））    「私はアッラーに、呪われるべきシャイターンからのご加護を求めます。」 
43434343．．．．物事物事物事物事にににに困難困難困難困難をををを見出見出見出見出したしたしたした者者者者のドアーのドアーのドアーのドアー 

Gg�−II  � �8 D!�  �s	y4 �� � ���L �� 	t4�R� �T4 �M 	 �� �s4	@�� �� l 	8 �b �K�m 	D �M �- � �� L �T 	8 �b 
l 	8 �b� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラーラーラーラー    サハラサハラサハラサハラ    イッラーイッラーイッラーイッラー    マーマーマーマー    ジャアルタフジャアルタフジャアルタフジャアルタフ    サハラーサハラーサハラーサハラー。。。。    ワワワワ    アンタアンタアンタアンタ    タジュアタジュアタジュアタジュア
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ルルハズナルルハズナルルハズナルルハズナ    イザーイザーイザーイザー    シウタシウタシウタシウタ    サハラーサハラーサハラーサハラー。。。。    「アッラーよ、あなたが容易くしたことだけが容易くなるのです。あなたが望めば悲しみも容易くなります。」 
44444444．．．．罪罪罪罪をををを犯犯犯犯したしたしたした者者者者がががが言言言言いいいい、、、、行行行行うことうことうことうこと 

140140140140－－－－「罪を犯したしもべが体をよく清め、立ち上がって 2 ラクアの礼拝をし、それからアッラーにお赦しを乞えば、かれはその罪を赦されないことがない。」 
45454545．．．．悪魔悪魔悪魔悪魔とそのとそのとそのとその囁囁囁囁きをきをきをきを放逐放逐放逐放逐するドアーするドアーするドアーするドアー 

141141141141－－－－「アッラーにシャイターンからのご加護を求める。」 

142142142142－－－－「アザーン①を言う。」 

143143143143－－－－「ズィクルの言葉を唱え、クルアーンを読む。」 
46464646．．．．望望望望まないことやまないことやまないことやまないことや止止止止むをむをむをむを得得得得ないことがないことがないことがないことが        起起起起こったこったこったこった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

Gii−II �1�\ �B �'�  �T �M �� �̂ � �� � �� ��� SS カダルッラーヒカダルッラーヒカダルッラーヒカダルッラーヒ    ワワワワ    マーマーマーマー    シャーアシャーアシャーアシャーア    ファアルファアルファアルファアル。。。。    「これこそはアッラーの定められたこと。かれはかれがお望みになることを行われた。」 
                                         ① 訳者注：31ページの脚注参照。 
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47474747．．．．出産祝出産祝出産祝出産祝いのいのいのいの言葉言葉言葉言葉とそのとそのとそのとその返事返事返事返事 

Gi�−II , �Z  14 ���� �É�D �5 �� , �� �V� �(!� �2 	� �
 �� �� , �>�! �e( �V 	(�X� �A �>�! �'� �  �B��5
 �Z  ��5 �s	\ �� �B ��� SS バーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフ    ラカラカラカラカ    フィルマウフービフィルマウフービフィルマウフービフィルマウフービ    ラクラクラクラク。。。。ワワワワ    シャカルタルワーヒブシャカルタルワーヒブシャカルタルワーヒブシャカルタルワーヒブ。。。。ワワワワ    バラガバラガバラガバラガ    アシュッアシュッアシュッアシュッダフダフダフダフ、、、、ワワワワ    ルズィクタルズィクタルズィクタルズィクタ    ビッラフビッラフビッラフビッラフ。。。。    「あなたに授けられた子供に関してアッラーがあなたを祝福して下さいますように。そしてあなたが子供を授けたお方に感謝しますよう。そして彼が成長した暁には、あなたが彼の孝行を受けますように。」 

II4�\ �� �B �� , $� 	%44 �< �'� � � �t4 �- �� , �>4	*�D �, �  �B�44�5 �� �>4�! �'� �  �B�4 �5  , �K44�D	& �� �'� �>
 �>�5� �( �� �6 �t 	-�� ��� SS （（（（そしてそしてそしてそして祝福祝福祝福祝福をををを受受受受けたけたけたけた者者者者はははは相手相手相手相手にににに次次次次のようにのようにのようにのように返返返返すすすす））））バーバーバーバーラカッラーフラカッラーフラカッラーフラカッラーフ    ラカラカラカラカ    ワワワワ    バーラカバーラカバーラカバーラカ    アライクアライクアライクアライク。。。。ワワワワ    ジャザーカッラーフジャザーカッラーフジャザーカッラーフジャザーカッラーフ    ハイラーハイラーハイラーハイラー。。。。ワワワワ    ラザカカッララザカカッララザカカッララザカカッラーフーフーフーフ    ミスラフミスラフミスラフミスラフ、、、、ワワワワ    アジュザラアジュザラアジュザラアジュザラ    サワーバクサワーバクサワーバクサワーバク。。。。    「アッラーがそのことを祝福しますように。そしてあなたにも祝福あれ。アッラーがあなたにも良い報奨を授けて下さいますように。そしてアッラーがあなたに同じように子をお恵みになり、あなたへ多くの報奨を授けて下さいますように。」 
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48484848．．．．子子子子供供供供のためののためののためののための魔魔魔魔よけよけよけよけ    アッラーの御使いは孫のアル＝ハサンとアル＝フサインに、次のような御加護の言葉を用いて祈願した： 

Gi�−II ] 	C4 �, 3T4 �� 	� �� �� , ];  �� �V �� ]����	* �� 3T �� 	� �� �;  ���m!� �'� �2 �)�D �
�5 �) �� ��* �,��
 ];  �� SS ウイーズクマーウイーズクマーウイーズクマーウイーズクマー    ビカリマーティッラーヒッターンビカリマーティッラーヒッターンビカリマーティッラーヒッターンビカリマーティッラーヒッターンママママ。。。。ミンミンミンミン    クッリクッリクッリクッリ    シャイターニンシャイターニンシャイターニンシャイターニン    ワワワワ    ハーンマハーンマハーンマハーンマ。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    クッリクッリクッリクッリ    アイニンアイニンアイニンアイニン    ラーンマラーンマラーンマラーンマ。。。。    「私はあなた方 2人①のために、完全なアッラーの御言葉によって、全てのシャイターンと毒を持つ生物から、そして悪をもたらす全ての邪視からのご加護を求めます。」 

49494949．．．．見舞見舞見舞見舞いいいい時時時時のののの病人病人病人病人へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

Gi�−II�'� �̂ � �� 	��L [B( �8�r �¹	� �5 � SS ラーラーラーラー    バアサバアサバアサバアサ    タフールンタフールンタフールンタフールン    インインインイン    シャーアッラーシャーアッラーシャーアッラーシャーアッラー。。。。    
                                         ① 「あなた」と単数 2人称で言う場合は、冒頭の「ウイーズクマー」を「ウイーズカ（男性）」あるいは「ウイーズキ（女性）」と言い換えます。また「あなた方」と複数２人称で言う場合は、同様に「ウイーズクム（男性、あるいは男女混合）」あるいは「ウイーズクンナ（女性）」と言い換えます。同様に「彼」の場合は「ウイーズフ」、「彼女」の場合は「ウイーズハー」、「彼ら」の場合は「ウイーズフム」、「彼女たち」の場合は「ウイーズフンナ」となります。 
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「大きな問題ではありません。アッラーがそうお望みであるならば、あなたの（罪という）汚れが清められますように①。」 

Gi�−II*�+ �M!� �Â 	� �M!�  e �B ��*�+ �M!� �'� �6�� 	b�� �>�* �� 	J�� 	��� �� � SS アスアルッラーハルアズィーマアスアルッラーハルアズィーマアスアルッラーハルアズィーマアスアルッラーハルアズィーマ    ラッバルアルシルラッバルアルシルラッバルアルシルラッバルアルシルアズィーミアズィーミアズィーミアズィーミ    アンアンアンアン    ヤシュフィヤカヤシュフィヤカヤシュフィヤカヤシュフィヤカ。。。。（（（（××××7777回回回回））））    「私は、偉大なるアッラー、偉大なる玉座の主にあなたを癒して下さることを祈ります。」 
50505050．．．．病人病人病人病人をををを見舞見舞見舞見舞うことのうことのうことのうことの徳徳徳徳 

149149149149－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「ムスリムの兄弟を見舞う者は、彼のもとを訪れてそこに腰を下ろすまで楽園の道を歩んでいる。そして腰を下ろしたときには、慈悲が彼を包み込む。もしそれが朝だったのなら、7 万の天使が夜になるまで彼を祝福する。そしてもし夜だったのなら、やはり 7万の天使が朝を迎えるまで彼を祝福する。」 
                                         ① 訳者注：病や不幸や苦難などは、ムスリムの贖罪となります。預言者ムハンマドは言いました：「ムスリムに降りかかる災難で、それによって彼の罪が赦されることにならないものはない。例えそれが一本のとげによる痛みだったとしても。」（アル＝ブハーリーとムスリムの伝承） 
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51515151．．．．死期死期死期死期がががが迫迫迫迫ったったったった病人病人病人病人のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  �U 	,�j� �o*��  �!��5 h�� 	7 � 	R�� �� h��	 �� 	B� �� �� 	� �� 	d�� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー    ワルハムニーワルハムニーワルハムニーワルハムニー    ワワワワ    アルヒクニーアルヒクニーアルヒクニーアルヒクニー    ビッラフィーキルアァラービッラフィーキルアァラービッラフィーキルアァラービッラフィーキルアァラー。。。。    「アッラーよ、私を御赦し下さい。私にご慈悲をおかけ下さい。最高の同伴者の御許①へと、私をお召し下さい。」 

G�G−II�'� L �K!L  ]2� �� �
 �?�! �2 	( �QD�!  ��L � SS 「預言者は自らの死に瀕した時、彼の両手を水につけさせると、その手で顔を撫でて次のように唱えた： ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    インナインナインナインナ    リルマリルマリルマリルマウティウティウティウティ    ラサカラートゥラサカラートゥラサカラートゥラサカラートゥ。。。。    『アッラー以外に真に崇拝すべきものはなし。本当に死とは苦しいものである。』」 

G��−II �Z �1 	N �� �'� L �K!L , �Z �1 	N �� �'� L �K!L , � �c 	��� �'� �� �'� L �K!L  
 �.  ( �\  �� �6 	( �N  �� �'� L �K!L , �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! �'� L �K!L , �K �! �>� � �Y

�'��5 L�SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アアアアクバルクバルクバルクバル。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダワハダワハダワハダ
                                         ① 訳者注：「最高の同伴者」とはアッラー、あるいは以前の預言者たちなどから成る天国の住人、などという解釈の仕方があります。 
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フフフフ。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッライッライッライッラッラーフッラーフッラーフッラーフ    ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムドゥラフルハムドゥラフルハムドゥラフルハムドゥ。。。。ララララーーーー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワワワワ    ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビッラービッラービッラービッラー。。。。    「アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。アッラーは偉大なり。唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。唯一で並ぶ者無きお方アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。主権と讃美はかれのもの。アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもなし。」 
52525252．．．．死死死死にににに瀕瀕瀕瀕したしたしたした者者者者へのへのへのへの言葉言葉言葉言葉 

G�g−II�'� L �K!L � SS ラーイラーハラーイラーハラーイラーハラーイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー（（（（つまりつまりつまりつまり死死死死にににに瀕瀕瀕瀕したしたしたした者者者者ににににこのこのこのこの言葉言葉言葉言葉をををを口口口口にさせるためににさせるためににさせるためににさせるために、、、、周周周周りのりのりのりの者者者者がこのがこのがこのがこの言葉言葉言葉言葉をををを唱唱唱唱えることえることえることえること））））.    「最後の言葉が「アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し」であった者は天国に入る。」 
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53535353．．．．災難災難災難災難にににに見舞見舞見舞見舞われたわれたわれたわれた者者者者のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�i−II ��( �M �-� �B �K	* �!�L � @�L �� �' � @�L  � �8 D!�  $� 	%4 �< �� 	|�D 	<�� �� h�m�a* �u �� �A �� 	� �-��
� �8	� ��� SS インナーインナーインナーインナー    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    ワワワワ    インナーインナーインナーインナー    イライヒイライヒイライヒイライヒ    ラージウーンラージウーンラージウーンラージウーン。。。。アッラーフンマアジュルアッラーフンマアジュルアッラーフンマアジュルアッラーフンマアジュルニーニーニーニー    フィフィフィフィーーーー    ムスィーバティームスィーバティームスィーバティームスィーバティー    ワワワワ    アフリフアフリフアフリフアフリフ    リーリーリーリー    ハイハイハイハイランランランラン    ミンハーミンハーミンハーミンハー。。。。    「本当に私たちはアッラーのもの、本当に私たちはアッラーの御許へ帰って行きます。アッラーよ、私が受けた災難において私に報奨を与え、この災難の後にそれより素晴らしいものを私にお授け下さい。」 

54545454．．．．死人死人死人死人のののの目目目目をををを閉閉閉閉じるじるじるじる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  ]�l ���! 	� �� 	d�I �K �Q 	b��5S �A �K4 	��D 	<� �� , �C3� �14 	8�X� �A �K�m �- �B �: 	x�� 	B� ��
 �a �7 �, �K �! 	B 3(�@ �� �Z � 	c�\ �A �K �! 	¦ �?	�� �� , �C��X� �M!�  e �B � �� �K �! �� ��� �! 	� �� 	d� �� , ��� ���5� �/!� �A �K
 �K*��� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リリリリ（（（（ここにここにここにここに故人故人故人故人のののの名前名前名前名前をををを入入入入れるれるれるれる））））ワルファウワルファウワルファウワルファウ    ダラジャタフダラジャタフダラジャタフダラジャタフ    フィルマハデフィルマハデフィルマハデフィルマハディーイーンィーイーンィーイーンィーイーン。。。。ワフルフフワフルフフワフルフフワフルフフ    フィーフィーフィーフィー    アキビヒアキビヒアキビヒアキビヒ    フィフィフィフィルガービリーンルガービリーンルガービリーンルガービリーン。。。。ワグフィルワグフィルワグフィルワグフィル    ラナーラナーラナーラナー    ワワワワ    ラフラフラフラフ    ヤーヤーヤーヤー    ラッバルアーラミーンラッバルアーラミーンラッバルアーラミーンラッバルアーラミーン。。。。ワフサフワフサフワフサフワフサフ    ラフラフラフラフ    フフフフ
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ィーィーィーィー    カブリヒカブリヒカブリヒカブリヒ    ワワワワ    ナウウィルナウウィルナウウィルナウウィル    ラフラフラフラフ    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ。。。。    「アッラーよ、何某（ここに故人の名前を入れる）を赦したまえ。そして導かれた者たちの中において彼の位階を上げて下さい。彼の後に、私たち残された者たちの中に彼を継ぐ者をお与え下さい。万有の主よ、私たちと彼をお赦し下さい。彼のためにその墓を広げて、その中をお照らし下さい。」 
55555555．．．．死人死人死人死人のためにのためにのためにのために祈祈祈祈るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!� 4 3b �� ��, �K4 �! �t�@ 	z ��4 	��� �� , �K	� �, �| 	,� ��, �K��� �, ��, �K	 �� 	B� �� �K �! 	� �� 	d� 	x
 �e 	(4 &!� �s4	*  7�@ �)4 �� �4 �������� �� �� �K 37�@ �� , �: � �c!� �� �ª	D &!� �� �̂ ��X��5 �K	D �? 	d� ��, �K�D �< 	1 ��
 , �K4�D 	V�� 	�4 �� $� 	%4 �< l4 	V�� �� , �Z �B� �: 	� �� $� 	% �< $�B� �: �K 	! �1 	5�� �� , ���@  1!� �� �� ���* 	5�j�

 �� , �K �- 	� �� 	� �� $� 	% �< $�- 	� �� �� �e� ��4 �, ��  � 	c4 �7!� �e� �� �, 	� �� �Z 	� �,�� �� , �; ��9� �K	D �<	:��
 �B� �!�� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    ラフラフラフラフ    ワルハムフワルハムフワルハムフワルハムフ。。。。ワワワワ    アーフィヒアーフィヒアーフィヒアーフィヒ、、、、ワァフワァフワァフワァフ    アンフアンフアンフアンフ。。。。ワワワワ    アクリムアクリムアクリムアクリム    ヌズヌズヌズヌズラフラフラフラフ。。。。ワワワワ    ワッスィァワッスィァワッスィァワッスィァ    ムドゥハラフムドゥハラフムドゥハラフムドゥハラフ。。。。ワグスィルワグスィルワグスィルワグスィルフフフフ    ビルマーイビルマーイビルマーイビルマーイ    ワッサルジワッサルジワッサルジワッサルジ    ワルバラドゥワルバラドゥワルバラドゥワルバラドゥ。。。。ワワワワ    ナッキヒナッキヒナッキヒナッキヒ    ミナルハターヤーミナルハターヤーミナルハターヤーミナルハターヤー    カマーカマーカマーカマー    ナッカイタナッカイタナッカイタナッカイタッサウバルアブヤダッサウバルアブヤダッサウバルアブヤダッサウバルアブヤダ    ミナッダナスミナッダナスミナッダナスミナッダナス。。。。ワワワワ    アブディアブディアブディアブディルフルフルフルフ    ダーランダーランダーランダーラン    ハイランハイランハイランハイラン    ミンミンミンミン    ダーリヒダーリヒダーリヒダーリヒ。。。。ワワワワ    
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アハランアハランアハランアハラン    ハイランハイランハイランハイラン    ミンミンミンミン    アハアハアハアハリヒリヒリヒリヒ。。。。ワワワワ    ザウジザウジザウジザウジャンャンャンャン    ハイランハイランハイランハイラン    ミンミンミンミン    ザウジヒザウジヒザウジヒザウジヒ。。。。ワワワワ    アドゥヒルアドゥヒルアドゥヒルアドゥヒルフルジャンナフルジャンナフルジャンナフルジャンナ。。。。ワワワワ    アイズフアイズフアイズフアイズフ    ミンミンミンミン    アザービルカアザービルカアザービルカアザービルカブリブリブリブリ    ワワワワ    アザービンナールアザービンナールアザービンナールアザービンナール。。。。    「アッラーよ、彼を赦し、彼にご慈悲を与え、彼を癒し、お守り下さい。そして彼によい住まいを与え、その入り口を広げ、水と雪と雹で彼を清めて下さい。そしてあなたが白い服を汚れから清浄にされたように、彼をその過ちから清めて下さい。そして彼に（生前の）彼の住処よりも素晴らしい住処を、彼の（生前の）家族よりも素晴らしい家族を、彼の（生前の）配偶者より素晴らしい配偶者を引き換えにお与え下さい。そして彼を楽園に入れ、墓の災難と業火の懲罰から彼をお護り下さい。」 

G��−II  � �8 D!�  , �4�@ �%�a �� ��  ��@ �%�/4 �E �� , ����a��� �d �� ,��@ �1 �V� �� ��,����m3* �� ��, ���3*� �R 	� �� 	d�
 ��@��& 	@�� �� ��@ �� �� �� �� �  � �8 D!� 4�m	*  � �( �� 	�4 �� �� , �zl 	b¨� �U �, �K�* 	N�� �� � � �� �K�m	*�* 	N�� 	� �� �4 � �� �K

 , �� �)�¨� �U �, �K  � �(�m ��  � �8 D!�  �Z �1 	M �5 ���  D ����  �� �Z �� 	-�� ��� 	� �� 	 �� � SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リハイイナーリハイイナーリハイイナーリハイイナー、、、、ワワワワ    マイマイマイマイイティナーイティナーイティナーイティナー、、、、ワワワワ    シャーヒディナーシャーヒディナーシャーヒディナーシャーヒディナー、、、、ワワワワ    ガーイビガーイビガーイビガーイビナーナーナーナー、、、、ワワワワ    サギーリナーサギーリナーサギーリナーサギーリナー    ワワワワ    カビーリナーカビーリナーカビーリナーカビーリナー、、、、ワワワワ    ザザザザカリナーカリナーカリナーカリナー    ワワワワ    ウンサーナーウンサーナーウンサーナーウンサーナー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ママママ
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ンンンン    アハヤイタフアハヤイタフアハヤイタフアハヤイタフ    ミンナーミンナーミンナーミンナー    ファアハイヒファアハイヒファアハイヒファアハイヒ    アラアラアラアラルイスラームルイスラームルイスラームルイスラーム。。。。ワワワワ    マンマンマンマン    タワッファイタフタワッファイタフタワッファイタフタワッファイタフ    ミンミンミンミンナーナーナーナー    ファタワッファフファタワッファフファタワッファフファタワッファフ    アアアアラルイーマーンラルイーマーンラルイーマーンラルイーマーン。。。。アッアッアッアッラーフンマラーフンマラーフンマラーフンマ    ラーラーラーラー    タハリムナータハリムナータハリムナータハリムナー    アジュラフアジュラフアジュラフアジュラフ    ワワワワ    ラーラーラーラー    トゥディッラナートゥディッラナートゥディッラナートゥディッラナー    バァダフバァダフバァダフバァダフ。。。。    「アッラーよ、私たちのうち生きている者たちを、亡くなった者たちを、この場に居合わせている者たちを、不在の者たちを、老若男女をお赦し下さい。アッラーよ、あなたが私たちの内で生かす者はイスラームにおいて生かして下さい。あなたが私たちの内で死を与える者は、信仰をもった状態で死なせて下さい。アッラーよ、その報奨①を私たちに禁じないで下さい。また私たちをその後で迷わせないで下さい。」 

G��−II  � �8 D!�  �;4��	m�� 	�4 �� 	K4 �7 �� , �  �B� �( �- �T	a �N �� , �>�m  ��� �A ]�l�� ��	5 ��l��  ��L
 3o�R� �� �̂ � �� �(!� �T 	V�� �s	@�� �� , �B� �!� �e� �� �, �� � 	c �7!� � �s4	@�� �>4 @�L �K	 �� 	B� �� �K �! 	� �� 	d���

 ��* �N  �!� �B( �� �/!�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インナインナインナインナ（（（（ここにここにここにここに故人故人故人故人のののの名前名前名前名前をををを入入入入れれれれるるるる））））フィーフィーフィーフィー    ズィンマティクズィンマティクズィンマティクズィンマティク。。。。ワワワワ    ハブリハブリハブリハブリ    ジワージワージワージワー
                                         ① 訳者注：つまり葬儀の礼拝に参加することによって得られる報奨のこと。 
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リクリクリクリク。。。。ファキヒファキヒファキヒファキヒ    ミンミンミンミン    フィトゥナティルカブリフィトゥナティルカブリフィトゥナティルカブリフィトゥナティルカブリ    ワワワワ    アザービンナールアザービンナールアザービンナールアザービンナール。。。。ワワワワ    アンタアンタアンタアンタ    アハルルワフアハルルワフアハルルワフアハルルワファーイァーイァーイァーイ    ワルハックワルハックワルハックワルハック。。。。ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    ラフラフラフラフ    ワルハワルハワルハワルハムフムフムフムフ    インナカインナカインナカインナカ    アンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒームアンタルガフールッラヒーム。。。。    「アッラーよ、本当に何某（ここに故人の名前を入れる）はあなたの庇護のもとに、あなたを頼みの綱①としています。ですから墓の災難と業火の懲罰から彼を御守り下さい。あなたこそ約束を履行する真理のお方です。彼を赦し、彼に慈悲を垂れて下さい。本当にあなたはよく赦される慈悲深いお方です。」 

G��−II  � �8 D!�  ��4 �, ·h4�� �d �s4	@�� �� , �>4�m� 	� �B ���L �Ê�4�m 	N� �>4�m ���� ��4	5� �� �  �1	a �,
 �K	� �, 	� ��� �~�m �� $�y* �? �� ��� �� 	��L �� , �K����� �? �N �A 	: �t �� $�� �?	 �� ��� �� 	��L , �K�5� �� �,� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アブドゥカアブドゥカアブドゥカアブドゥカ    ワブヌワブヌワブヌワブヌ    アマティカアマティカアマティカアマティカハタージャハタージャハタージャハタージャ    イラーイラーイラーイラー    ラハマティクラハマティクラハマティクラハマティク。。。。ワワワワ    アンタアンタアンタアンタ    ガニーユンガニーユンガニーユンガニーユン    アンアンアンアン    アザービヒアザービヒアザービヒアザービヒ。。。。インインインイン    カーナカーナカーナカーナ    ムムムムフスィナンフスィナンフスィナンフスィナン    ファズィドゥファズィドゥファズィドゥファズィドゥ    フィーフィーフィーフィー    ハサナーティハサナーティハサナーティハサナーティヒヒヒヒ。。。。ワワワワ    インインインイン    カーナカーナカーナカーナ    ムスィーアンムスィーアンムスィーアンムスィーアン    ファタジャファタジャファタジャファタジャ

                                         ① 訳者注：当時のアラブの 1習慣として、旅人や商人などはある部族の支配地域を安全に通過したい時、その部族の長から庇護を得る習慣がありました。これがここでは「頼みの綱」と意訳した「ハブル・ジワーリカ」という言葉の由来です。ここでは故人がアッラーの庇護のもとにあることを指し、それゆえに来世における諸々の災難や懲罰からの彼の安全を祈っているのです。 
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ーワズーワズーワズーワズ    アンフアンフアンフアンフ。。。。    「アッラーよ、あなたのしもべ、そしてあなたの女しもべの息子はあなたのご慈悲を必要としています。そしてあなたは彼を罰さずとも済ますことが出来るお方です。もし彼が良い人物であったのなら彼の善行を増やし、もし悪い人であったのならそれを見逃してやって下さい。」 
56565656．．．．亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった子供子供子供子供のためにのためにのためにのために祈祈祈祈るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  � 	c �7!� �e� �� �, 	� �� �Z 	� �,��� SS アッラーフンアッラーフンアッラーフンアッラーフンママママ    アイズフアイズフアイズフアイズフ    ミンミンミンミン    アザービルカブルアザービルカブルアザービルカブルアザービルカブル。。。。    「アッラーよ、彼を墓の苦しみからお助け下さい。」 
  �6��\ 	��L ��II:  � �8 D!�  $�5�� �¼ $�M* �� �� ��, �K 	� �1�!� �(�! $�� 	<�� �� $�r ���� �K	D �M 	-� �  � �8 D!�  �K4�5 	T 37 ��

 �K4	D �M 	-� �� , �C�� �� 	��X� �¦�!� �u�5 �K 	7 � 	R�� �� , � � �́ �B( �-�� �K�5 	��+ 	,�� �� �) �8��� ��� �( ��  �;4 �!� �� �� �A
 l4 	V�� �� , �Z �B� �: 	�4 �� $� 	% �< $�B� �: �K 	! �1 	5�� �� , ��* �̀ �9� �e� �� �, �>�m� 	� ���5 �K�\ �� , ��* �V� �� 	5�L

 , �K�D 	V�� 	� �� $� 	% �<  � �8 D!�  �� �)�¨�4�5 ��� �7�a4 �b 	�4 �� ��, �4���r� �� 	��� �� , �����l4 	bj 	� �� 	d� SS
 [� �? �̀ ��� そしてこう続ければ尚良い：アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフンマジュンマジュンマジュンマジュアルフアルフアルフアルフ    ファラタンファラタンファラタンファラタン    ワワワワ    ズフランズフランズフランズフラン    リワーリダイリワーリダイリワーリダイリワーリダイヒヒヒヒ。。。。ワワワワ    シャフィーアンシャフィーアンシャフィーアンシャフィーアン    ムジャーバームジャーバームジャーバームジャーバー。。。。アッラーアッラーアッラーアッラーフンマフンマフンマフンマ    サッキルサッキルサッキルサッキル    ビヒビヒビヒビヒ    マワーズィナフマーマワーズィナフマーマワーズィナフマーマワーズィナフマー    ワワワワ    
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アァズィムアァズィムアァズィムアァズィム    ビヒビヒビヒビヒ    ウジューラフマーウジューラフマーウジューラフマーウジューラフマー。。。。ワワワワ    アルヒアルヒアルヒアルヒクフクフクフクフ    ビサーリヒルムウミニーナビサーリヒルムウミニーナビサーリヒルムウミニーナビサーリヒルムウミニーナ、、、、ワジュアルフワジュアルフワジュアルフワジュアルフ    フィーフィーフィーフィー    カファーラティカファーラティカファーラティカファーラティ    イブラーヒームイブラーヒームイブラーヒームイブラーヒーム。。。。ワワワワ    キキキキヒヒヒヒ    ビラハマティカビラハマティカビラハマティカビラハマティカ    アザーバルジャヒームアザーバルジャヒームアザーバルジャヒームアザーバルジャヒーム。。。。ワワワワ    アブディルフアブディルフアブディルフアブディルフ    ダーランダーランダーランダーラン    ハイランハイランハイランハイラン    ミンミンミンミン    ダーリダーリダーリダーリヒヒヒヒ。。。。ワワワワ    アハランアハランアハランアハラン    ハイランハイランハイランハイラン    ミンミンミンミン    アハリヒアハリヒアハリヒアハリヒ。。。。アアアアッラーフンマグフィルッラーフンマグフィルッラーフンマグフィルッラーフンマグフィル    リアスラーフィナーリアスラーフィナーリアスラーフィナーリアスラーフィナー。。。。ワワワワ    アフラーティナーアフラーティナーアフラーティナーアフラーティナー。。。。ワワワワ    マンマンマンマン    サバカナーサバカナーサバカナーサバカナー    ビビビビルイルイルイルイーマーンーマーンーマーンーマーン。。。。    「アッラーよ、（夭折した子を）彼の両親の先駆①、そして来世での報奨とし、必ず受け入れられる執り成し人として下さい。アッラーよ、彼によって両親の善行の秤を重くし、彼らの報奨を偉大なものにして下さい。また（来世において）彼を信仰者たちの中でも敬虔な者の仲間に入れ、そしてイブラーヒームの保護のもとにおいて下さい。あなたのご慈悲で彼を地獄の苦しみからお護り下さい。そして彼に（生前の）彼の住処よりも素晴らしい住処を、彼の（生前の）家族よりも素晴らしい家族を、お与え下さい。アッラーよ、私たちの祖先たち、子孫たち、私たち
                                         ① つまり天国に入ることにおいて、両親に先駆けるということ。 
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に先駆けて信仰に入った者たちをお赦し下さい。」 

G�G−II  � �8 D!�  $�� 	-�� �� , $���D �b �� , $�r ���� ��� �! �K	D �M 	-�� SS アッラーフンマジュアルフアッラーフンマジュアルフアッラーフンマジュアルフアッラーフンマジュアルフ    ラナーラナーラナーラナー    ファラタンファラタンファラタンファラタン、、、、ワワワワ    サラファンサラファンサラファンサラファン、、、、ワワワワ    アジュラーアジュラーアジュラーアジュラー。。。。    「アッラーよ、彼を私たちの先駆とし、先人とし、報奨として下さい。」 
57575757．．．．弔問弔問弔問弔問のののの際際際際のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II �14	� �, ]̂ 	 �_ "T4 �� �� ��� 	,�� � �� �K �! �� , �� �<�� � �� �'  �L �  Q4 �? �� ]T4 �-���5 �Z ���
 	� �?�m 	̀ �m 	! �� 	 �c 	u�m	D ���SS インナインナインナインナ    リッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    マーマーマーマー    アハザアハザアハザアハザ、、、、ワワワワ    ラフラフラフラフ    ママママーーーー    アァターアァターアァターアァター    ワワワワ    クッルクッルクッルクッル    シャイインシャイインシャイインシャイイン    インダフインダフインダフインダフ    ビアジャリンビアジャリンビアジャリンビアジャリン    ムサンマー・・・ファルタスビルムサンマー・・・ファルタスビルムサンマー・・・ファルタスビルムサンマー・・・ファルタスビル    ワワワワルタハタスィブルタハタスィブルタハタスィブルタハタスィブ。。。。    「実にアッラーがお取りになったものとお与えになられたものは、アッラーに属する。そしてかれの御許にあるもの全てには、決められた定命がある。･･･それゆえよく耐え、そこにおいて報奨を求めなさい。」 

II �� 	-�� �'� ���+ 	,�� �>�m3*��X �� �� �d �� �  �̂ � �t �, �� �? 	N�� ��, � � SS またこう言えばより良い：アァザマッラーフアァザマッラーフアァザマッラーフアァザマッラーフ    アアアアジュラカジュラカジュラカジュラカ、、、、ワワワワ    アハサナアハサナアハサナアハサナ    アザーアカアザーアカアザーアカアザーアカ    ワワワワ    ガファガファガファガファ
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ララララ    リマイイティカリマイイティカリマイイティカリマイイティカ。。。。    「アッラーがあなたの報奨を比類なく大きなものとして下さいますよう。あなたの哀悼をよきものとし、故人の罪が赦されますよう。」 
58585858．．．．遺体埋遺体埋遺体埋遺体埋葬葬葬葬時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�g−II�'� �6( �b �B �; � �b �U �, �� �'� �� 	?�5� SS ビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒ    ワワワワ    アラーアラーアラーアラー    スンナティスンナティスンナティスンナティ    ラスラスラスラスーーーーリッラーリッラーリッラーリッラー。。。。    「アッラーの御名において、アッラーの使徒のスンナ①に従って。」 
59595959．．．．遺体埋遺体埋遺体埋遺体埋葬葬葬葬後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�i−II  � �8 D!�  �K �! 	� �� 	d�  � �8 D!�  �K	m3a ��� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    ラフラフラフラフ。。。。    アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    サッビトゥフサッビトゥフサッビトゥフサッビトゥフ。。。。    「アッラーよ、彼を赦したまえ。アッラーよ、彼を堅固にしたまえ②。」 
                                         ① 訳者注：預言者ムハンマド（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）が人生のあらゆる分野において示した、ムスリムの従うべき規範・手法・道のこと。 ② 訳者注：人は死後、墓の中で彼の主と宗教と使徒について質問されます。その際に、堅固に正しい返答（つまり主はアッラー、宗教はイスラーム、使徒はムハンマドである、と言うこと）が出来ますように、という意味です。 
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60606060．．．．墓地墓地墓地墓地をををを訪訪訪訪問問問問したしたしたした際際際際のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II �� �C�� �� 	��X� 	� �� , �B� �� 31!� �T 	V�� 	� �
	* �D �, �zl  ?!� �̂ �4 �� 	��L � @�L �� , �C �Q�D 	?�X�
 �4�� �! �'� �6��4 	b��, ��� �� �<	��m4 	?�X� �� � � �� �C �� �1 �7�m 	?�X� �'� �� �N 	� �� �� , ��( �7 �N 	� �
�5 �'�

 �;�*��� �M!� 	� �
 �! ���SS アッサラームアッサラームアッサラームアッサラーム    アライクムアライクムアライクムアライクム    アハラッディヤーリアハラッディヤーリアハラッディヤーリアハラッディヤーリ、、、、ミナルムウミニーナミナルムウミニーナミナルムウミニーナミナルムウミニーナ    ワルムスリミーンワルムスリミーンワルムスリミーンワルムスリミーン。。。。ワワワワ    インインインインナーナーナーナー    インインインイン    シャーアッラーフシャーアッラーフシャーアッラーフシャーアッラーフ    ビクムビクムビクムビクム    ラーヒクラーヒクラーヒクラーヒクーンーンーンーン。。。。ワワワワ    ヤルハムッラーフルムスタヤルハムッラーフルムスタヤルハムッラーフルムスタヤルハムッラーフルムスタクディミーナクディミーナクディミーナクディミーナ    ミンナーミンナーミンナーミンナー    ワルムスタアヒリーンワルムスタアヒリーンワルムスタアヒリーンワルムスタアヒリーン。。。。アスアルッラーアスアルッラーアスアルッラーアスアルッラーフフフフ    ラナーラナーラナーラナー    ワワワワ    ラクムルアーフィヤラクムルアーフィヤラクムルアーフィヤラクムルアーフィヤ。。。。    「信仰者とムスリムからなる墓の住人たちよ、あなた方の上に平安あれ。私たちはアッラーの思し召しとともに、あなた方に追いつきます。アッラーが私たちの内の先人たちと後人たちに、ご慈悲を垂れて下さいますように。私はアッラーに、私たちとあなた方のご加護を祈ります。」 
61616161．．．．風風風風がががが吹吹吹吹いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  �� �>�5 ��( �,�� �� , � �V � 	% �< �>�!�� 	b�� 3��L� �V 3 �Y 	� SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ハイラハハイラハハイラハハイラハーーーー。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリハーシャッリハーシャッリハーシャッリハー。。。。    「アッラーよ、私はあなたに風の良きことを願い、
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その悪からのご加護を求めます。」 

G��−II  � �8 D!�   �K4�5 	s�D4 �b 	B�� �4 �� � 	%4 �< �� , �4 �8*�� � �� � 	% �< �� , � �V � 	% �< �>�!�� 	b�� 3��L
 3 �Y �� , � �8*�� � �� 3 �Y �� , � �V 3 �Y 	� �� �>�5 ��( �,�� �� �K�5 	s�D �b 	B�� � ��  SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ハイラハハイラハハイラハハイラハーーーー、、、、ワワワワ    ハイラハイラハイラハイラ    マーマーマーマー    フィーハーフィーハーフィーハーフィーハー、、、、ワワワワ    ハイラハイラハイラハイラ    ママママーーーー    ウルスィラトゥウルスィラトゥウルスィラトゥウルスィラトゥ    ビヒビヒビヒビヒ。。。。ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリハーシャッリハーシャッリハーシャッリハー、、、、ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    フィーフィーフィーフィーハーハーハーハー、、、、ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ウルスィラトゥウルスィラトゥウルスィラトゥウルスィラトゥ    ビヒビヒビヒビヒ。。。。    「アッラーよ、私たちはあなたに風の良き事と、その中にある良きものと、そのために送られたところの良き事を願います。そしてその悪と、その中にある悪と、そのために送られたところの悪からのご加護を求めます。」 

62626262．．．．雷鳴雷鳴雷鳴雷鳴のののの時時時時ののののドアードアードアードアー 

G��−II �K�m ��* �< 	� �� �; �
��l�X� �� �Z �1 	Q �̀ �5 �1 	,  �!� �¦3a �?�� O ��!� ��� �̀ 	a �b SS� スブハーナッラズィースブハーナッラズィースブハーナッラズィースブハーナッラズィー    ユサッビフッラァドゥユサッビフッラァドゥユサッビフッラァドゥユサッビフッラァドゥ    ビビビビハムディヒハムディヒハムディヒハムディヒ    ワルマラーイカトゥワルマラーイカトゥワルマラーイカトゥワルマラーイカトゥ    ミンミンミンミン    ヒーファヒーファヒーファヒーファティヒティヒティヒティヒ。。。。    「アッラーに称賛あれ、雷はかれを讃えて唱念し，また天使たちもかれを畏れて唱念する。」 
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63636363．．．．雨乞雨乞雨乞雨乞いのドアーよりいのドアーよりいのドアーよりいのドアーより 

G��−II  � �8 D!�  �� �� $�y� �� �� $�&* �/ �� $�&	* �d ��� �7 	b�� � 	%4 �d l �-�4 �, , ËB� �} � 	% �d $�M����@ , $�M�
 ]T �-�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アスキナーアスキナーアスキナーアスキナー    ガイサンガイサンガイサンガイサン    ムギーサムギーサムギーサムギーサンンンン    マリーアンマリーアンマリーアンマリーアン    マリーアンマリーアンマリーアンマリーアン、、、、ナーフィアンナーフィアンナーフィアンナーフィアン    ガイガイガイガイララララ    ダーッリンダーッリンダーッリンダーッリン、、、、アージランアージランアージランアージラン    ガイラガイラガイラガイラ    アージルアージルアージルアージル。。。。    「アッラーよ、日延べすることなく、私たちに害の無い有益な、祝福された豊穣の恵みの雨を降らせて下さい。」 

G��−II  � �8 D!�  , ���	& �d��  � �8 D!�  , ���	& �d��  � �8 D!� ���	& �d��� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アギスナーアギスナーアギスナーアギスナー、、、、アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アアアアギスナーギスナーギスナーギスナー、、、、アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アギスナーアギスナーアギスナーアギスナー。。。。    「アッラーよ、私たちに恵みの雨を降らせて下さい。アッラーよ、私たちに恵みの雨を降らせて下さい。アッラーよ、私たちに恵みの雨を降らせて下さい。」 

G�G−II  �44 �8 D!�  �  �144�D �5 h44�* 	N�� �� , �>44�m� 	� �B 44 	 �¥	@� �� , �>44 �Q���� �q ��, � �:��a �, �o44 	b�
 �s3*�X�� SS アッラーフンマスキアッラーフンマスキアッラーフンマスキアッラーフンマスキ    イバーダカイバーダカイバーダカイバーダカ、、、、ワワワワ    バハーイマバハーイマバハーイマバハーイマカカカカ、、、、ワンシュルワンシュルワンシュルワンシュル    ラハマタカラハマタカラハマタカラハマタカ、、、、ワワワワ    アハイーアハイーアハイーアハイー    バラバラバラバラダカルマイイトゥダカルマイイトゥダカルマイイトゥダカルマイイトゥ。。。。    
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「アッラーよ、あなたのしもべたちと畜獣たちに雨を降らせ、あなたのご慈悲を広く行き渡らせ、あなたの枯れ果てた土地を蘇らせて下さい。」 
64646464．．．．雨雨雨雨がががが降降降降ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  � �8 D!�  $�M����@ $�a3* �E SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    サイイバンサイイバンサイイバンサイイバン    ナーフィアーナーフィアーナーフィアーナーフィアー。。。。    「アッラーよ、有益な雨を降らせて下さい。」 
65656565．．．．雨雨雨雨がががが降降降降ったったったった後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�g−II �K�m� 	� �B �� �'� �T 	� ���5 ��@ 	��� �� SS� ムティルナームティルナームティルナームティルナー    ビファドゥビファドゥビファドゥビファドゥリッラーヒリッラーヒリッラーヒリッラーヒ    ワワワワ    ラハマラハマラハマラハマティヒティヒティヒティヒ。。。。    「アッラーの恩恵と慈悲によって、私たちは雨に恵まれました。」 
66666666．．．．雨雨雨雨がががが止止止止んんんんでででで欲欲欲欲しいしいしいしい時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�i−II  � �8 D!� ���	* �D �,  �� ���	* �!� �( �N�  �4 �8 D!�  ��(4���5 �� , �e� ��43+!� �� �z�4 ��F� �U4 �,
 �� �~  J!� �s�5��� �� �� , �; ���: 	��j�� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ハワーライナーハワーライナーハワーライナーハワーライナー    ワワワワ    ラーラーラーラー    アラアラアラアライナーイナーイナーイナー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アラルアーカーミアラルアーカーミアラルアーカーミアラルアーカーミ    ワッワッワッワッズィラービズィラービズィラービズィラービ、、、、ワワワワ    ブブブブトゥーニルアウディヤティトゥーニルアウディヤティトゥーニルアウディヤティトゥーニルアウディヤティ    ワワワワ    マナービティッシャジャルマナービティッシャジャルマナービティッシャジャルマナービティッシャジャル。。。。    「アッラーよ、私たちの真上ではなく私たちの周囲
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に①。アッラーよ、山や丘に、渓谷に、苗木に。」 
67676767．．．．三日月三日月三日月三日月をををを見見見見たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II, � �c 	��� �'�  � �8 D!� , �zl4 	b¨� �� �; ��l4  ?!� ��, �� �)�¨� �� �� 	��j��5 ���	* �D �, �K D �V�� 
 "5 �B �� ���  5 �B, �Ì 	��� �� ���  5 �B "�� �� ���X �o*�� 	( m!� ���'� �>�SS アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アヒッラアヒッラアヒッラアヒッラフフフフ    アライナーアライナーアライナーアライナー    ビルアムニビルアムニビルアムニビルアムニ    ワルイーマーンワルイーマーンワルイーマーンワルイーマーン。。。。ワワワワッサラーマティッサラーマティッサラーマティッサラーマティ    ワルイスラームワルイスラームワルイスラームワルイスラーム。。。。ワッタウフィーワッタウフィーワッタウフィーワッタウフィーキキキキ    リマーリマーリマーリマー    トゥヒッブトゥヒッブトゥヒッブトゥヒッブ    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ワワワワ    タルダタルダタルダタルダーーーー。。。。ラッブナーラッブナーラッブナーラッブナー    ワワワワ    ラッブカッラーラッブカッラーラッブカッラーラッブカッラー。。。。    「アッラーは偉大なり。アッラーよ、私たちが安寧とその継続、そして平安とその継続の状態にあるまま、月を三日月にして下さい。そしてあなたがお望みになり御満悦されることにおける成功によって。私たちとあなたの主はアッラーです。」 

68686868．．．．イフタールイフタールイフタールイフタール（（（（斎戒明斎戒明斎戒明斎戒明けのけのけのけの食食食食事事事事））））時時時時のドのドのドのドアーアーアーアー 

G��−II�'� �̂ � �� 	��L �� 	-�j� �s�a �� �� , �©� �� �M!� �s�D�m 	5� �� �� �Q +!� �� �V ��� SS ザハバッザマウザハバッザマウザハバッザマウザハバッザマウ    ワブタッラティルウルークワブタッラティルウルークワブタッラティルウルークワブタッラティルウルーク、、、、ワワワワ    サバタルアジュルサバタルアジュルサバタルアジュルサバタルアジュル    インインインイン    シャーアッラーシャーアッラーシャーアッラーシャーアッラー。。。。    
                                         ① 訳者注：つまり被害を及ぼすような大雨ではなく、適度かつ有益な雨を願います。 
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「喉の渇きを癒し、血管を湿らせ、そしてアッラーの思し召しならば（斎戒の）報奨を確実なものとされたまえ。」 

G��−II  � �8 D!�  	 �_  T �� 	s�M �b �� h�m!� �>�m� 	� ���5 �>�!�� 	b�� 3��L �� �� �� 	/ �� 	��� ]̂� SS アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ビラハマビラハマビラハマビラハマティカッラティーティカッラティーティカッラティーティカッラティー    ワスィアトゥワスィアトゥワスィアトゥワスィアトゥ    クッラクッラクッラクッラ    シャイシャイシャイシャイインインインイン    アンアンアンアン    タグフィラタグフィラタグフィラタグフィラ    リーリーリーリー。。。。    「アッラーよ、私は万有に満ち広がるあなたのご慈悲において、私を赦して下さることを祈ります。」 
69696969．．．．食食食食前前前前のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II�'� �� 	?�5 SS� ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。    「もしあなた方が食べ物を食べる時には、『アッラーの御名において。』と唱えよ。そしてもしそれを最初に言い忘れた時には、『その始まりと終わりに、アッラーの御名において。』と言うのだ。」 

G��−II  � �8 D!�  �K	� �� $� 	% �< ��� 	Q�M	r�� �� �K*�� ��� �! 	  �B��5 SS� 「アッラーによって食べ物を与えられた者は、次のように言う： アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラナーラナーラナーラナー    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ。。。。ワワワワ    アトゥイムナーアトゥイムナーアトゥイムナーアトゥイムナー    ハイランハイランハイランハイラン    ミンフミンフミンフミンフ。。。。 
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『アッラーよ、それにおいて私たちを祝福し、それ以上に良いものを私たちに施して下さい。』 

II  � �8 D!�  �K	� �� ��@ 	: �� �� �K*�� ��� �! 	  �B��5 SS� また、アッラーによってミルクを与えられた者は、次のように言う： アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラナーラナーラナーラナー    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ    ワワワワ    ズィドゥナーズィドゥナーズィドゥナーズィドゥナー    ミンフミンフミンフミンフ。。。。    『アッラーよ、それにおいて私たちを祝福し、それを私たちに増やして下さい。』」 
70707070．．．．食食食食後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II  �� h43� �� ]6 	(4 �N � 	%4 �d 	� �� , �K*�� �\ �� �B �� , � �� �V h�� �Q �M	r�� O ��!� �' �1 	Q�R�
 ].  ( �\�SS アルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィー    アトゥアマニアトゥアマニアトゥアマニアトゥアマニーーーー    ハーザーハーザーハーザーハーザー、、、、ワワワワ    ラザカニーヒラザカニーヒラザカニーヒラザカニーヒ、、、、ミンミンミンミン    ガイリガイリガイリガイリ    ハハハハウリンウリンウリンウリン    ミンニーミンニーミンニーミンニー    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワクウワクウワクウワ。。。。    「私の力が少しも介在することのないところにおいて、これを私に食べさせ、お恵みになったアッラーに称えあれ。」 

G�G−II  �� , ]�  : �(4 ��   �� Ëh �� 	
 ��  � 	% �d , �K*�� $�� �B��a �� $�a3* �r $�%�& �� $�1	 �� �' �1 	Q�R�
� 	/�m 	? �� $� ���  5 �B �K	� �,� SS 
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アルハムドゥリッラーヒアルハムドゥリッラーヒアルハムドゥリッラーヒアルハムドゥリッラーヒ    ハムダンハムダンハムダンハムダン    カスィーランカスィーランカスィーランカスィーラン    タイイバンタイイバンタイイバンタイイバン    ムバーラカンムバーラカンムバーラカンムバーラカン    フィーヒフィーヒフィーヒフィーヒ。。。。ガイラガイラガイラガイラ    ママママクフィーインクフィーインクフィーインクフィーイン    ワワワワ    ラーラーラーラー    ムワッダインムワッダインムワッダインムワッダイン、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ムスタグナンムスタグナンムスタグナンムスタグナン    アンフアンフアンフアンフ    ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー。。。。    「限りない、素晴らしい、祝福された讃美で私たちの主アッラーを称えます。私たちの主よ、（かれに対しての）讃美はこれで充分ということはなく、またそれは途絶えることもなく、かつ不可欠です。」 
71717171．．．．食食食食事事事事をををを振振振振るるるる舞舞舞舞ったったったった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

G��−II  � �8 D!�  	� �8	 �� 	B� �� 	�� �0 	� �� 	d� �� , 	� �8�m 	\ �� �B �)*�� 	�� �0 	  �B��5�SS アッラーアッラーアッラーアッラーフンマフンマフンマフンマ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラフムラフムラフムラフム    フィーマーラフィーマーラフィーマーラフィーマーラザクタフムザクタフムザクタフムザクタフム、、、、ワグフィルワグフィルワグフィルワグフィル    ラフムラフムラフムラフム    ワルハムフムワルハムフムワルハムフムワルハムフム。。。。    「アッラーよ、あなたが彼らに御恵みになったものにおいて、彼らを祝福して下さい。そして彼らを赦し、彼らにご慈悲をおかけ下さい。」 
72727272．．．．飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを与与与与ええええるるるる者者者者、、、、それをそれをそれをそれを行行行行おうとするおうとするおうとするおうとする者者者者へのへのへのへのドアードアードアードアー 

G�g−II  � �8 D!�  ��� �7 �b 	� �� �o 	b� �� h�� �Q �M	r�� 	� �� 	� �M	r�� SS  アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アトゥイムアトゥイムアトゥイムアトゥイム    マンマンマンマン    アトゥアマニアトゥアマニアトゥアマニアトゥアマニーーーー    ワスキワスキワスキワスキ    マンマンマンマン    サカーニーサカーニーサカーニーサカーニー。。。。    「アッラーよ、私に食事を施した者に食事を恵みた
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まえ。そして私に飲み物を与えた者に飲み物を与えたまえ。」 
73737373．．．．イフタールイフタールイフタールイフタール①をををを施施施施したしたしたした者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

G�i−  II 	s D4 �E �� , �B� ��4 	5�j� �� �
 ���4 �M�r �T4 ���� �� , ��( �Q���4  u!� �� �� �14	� �, ����	���
 �; �
��l�X� �� �
	* �D �, SS� アフタラアフタラアフタラアフタラ    インダクムッサーイムーナインダクムッサーイムーナインダクムッサーイムーナインダクムッサーイムーナ、、、、ワワワワ    アカラアカラアカラアカラ    タアーマクムルアブラールタアーマクムルアブラールタアーマクムルアブラールタアーマクムルアブラール、、、、ワワワワ    サッラトゥサッラトゥサッラトゥサッラトゥ    アラアラアラアライクムルマラーイカイクムルマラーイカイクムルマラーイカイクムルマラーイカ。。。。    「あなた方のもとでサーイム②たちがサウムを解き、正しくよき人々があなた方の食べ物を食べ、あなた方に対し天使たちが祈りますように。」 

74747474．．．．サウムサウムサウムサウム中中中中にににに食食食食事事事事をををを出出出出されたされたされたされた場場場場合合合合のドアーのドアーのドアーのドアー 

185185185185－－－－「もしあなた方が食事に招待されたら、それに応じよ。もし斎戒中ならば祈願してやり、もしそうでないなら食べるのだ。」 
75757575．．．．喧嘩喧嘩喧嘩喧嘩をけしかけられたをけしかけられたをけしかけられたをけしかけられた時時時時ににににサーイムサーイムサーイムサーイムがががが言言言言うことうことうことうこと 

G��−II [���� �E 3��L , [���� �E 3��L SS� インニーインニーインニーインニー    サーイムサーイムサーイムサーイム、、、、インニーインニーインニーインニー    サーイムサーイムサーイムサーイム。。。。    
                                         ① 訳者注：イフタールとは、サウム（いわゆる断食：日の出前から日没まで、飲食や性行為など諸々の行為をアッラーへの崇拝を意図して絶つこと）を行う者が日没後に摂る食事。 ② 訳者注：つまりスィヤームを行う者。上記の脚注を参照のこと。 
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「私は斎戒中です。私は斎戒中です。」 
76767676．．．．植植植植物物物物にににに実実実実がががが付付付付きききき始始始始めたのをめたのをめたのをめたのを見見見見たたたた時時時時のドアのドアのドアのドアーーーー 

G��−II  �44 �8 D!�  �A �44�� �! 	  �B�44�5 �� ����m��� �144 �� �A �44�� �! 	  �B�44�5 ��,��@ �� �Q�� �A �44�� �! 	  �B�44�5
��@ 31 �� �A ��� �! 	  �B��5 ��,��� �,� �E SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラナーラナーラナーラナー    フィーフィーフィーフィー    サマサマサマサマリナーリナーリナーリナー。。。。ワワワワ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラナーラナーラナーラナー    フィーフィーフィーフィー    マディーマディーマディーマディーナティナーナティナーナティナーナティナー。。。。ワワワワ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラナーラナーラナーラナー    フィーフィーフィーフィー    サーサーサーサーイナーイナーイナーイナー。。。。ワワワワ    バーリクバーリクバーリクバーリク    ラナーラナーラナーラナー    フィーフィーフィーフィー    ムッディムッディムッディムッディナーナーナーナー。。。。    「アッラーよ、私たちの果実において私たちを祝福して下さい。私たちの町において私たちを祝福して下さい。私たちのサーア（穀物の計量単位）において私たちを祝福して下さい。私たちのムッド（穀物の計量単位）において私たちを祝福して下さい。」 

77777777．．．．くしくしくしくしゃゃゃゃみをしたみをしたみをしたみをした時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II�' �1 	Q�R�SS � アルハムドゥリッラーアルハムドゥリッラーアルハムドゥリッラーアルハムドゥリッラー。。。。    「あなた方の誰かがくしゃみをしたら『アッラーに称えあれ。』と言いなさい。 

II�'� �>� �� 	� �� SS� ヤルハムカッラーヤルハムカッラーヤルハムカッラーヤルハムカッラー。。。。    
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そうしたら彼の同胞、あるいはそばにいた者は、『アッラーがあなたにご慈悲を垂れますよう。』と言いなさい。 

II 	� �
 �!� �5 �¦�D 	u�� �� �'� �� �
� �1	 �# SS� ヤハディークムッラーフヤハディークムッラーフヤハディークムッラーフヤハディークムッラーフ    ワワワワ    ユスリフユスリフユスリフユスリフ    バーラクムバーラクムバーラクムバーラクム。。。。    そしてそばに居た者が、『アッラーがあなたにご慈悲を垂れますよう。』と彼に言ったならば、『あなた方にアッラーのお導きがありますように。またあなた方の状態を正して下さいますように。』と言いなさい。」 
78787878．．．．ムスリムでないムスリムでないムスリムでないムスリムでない者者者者がくしがくしがくしがくしゃゃゃゃみをしみをしみをしみをし、、、、    アッラーをアッラーをアッラーをアッラーを讃讃讃讃ええええたたたた時時時時にににに彼彼彼彼にににに言言言言うことうことうことうこと 

G��−II �¦�D 	u�� �� �'� �� �
� �1	 �#  	� �
 �!� �5 SS� ヤハディークムッラーフヤハディークムッラーフヤハディークムッラーフヤハディークムッラーフ    ワワワワ    ユスリフユスリフユスリフユスリフ    バーラクバーラクバーラクバーラクムムムム。。。。    「あなた方にアッラーのお導きがありますように。またあなた方の状態を正して下さいますように。」と言いなさい。 
79797979．．．．結婚結婚結婚結婚するするするする者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

G��−II ] 	% �< �A �) �
��	* �5 �x� �® �� , �>	*�D �,�   �B��5 �� , �>�! �'� �  �B��5 SS� バーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフ    ラカラカラカラカ、、、、ワワワワ    バーラカバーラカバーラカバーラカ    アライクアライクアライクアライク。。。。
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ワワワワ    ジャマアジャマアジャマアジャマア    バイナクマーバイナクマーバイナクマーバイナクマー    フィーフィーフィーフィー    ハイルハイルハイルハイル。。。。    「アッラーが（あなたの結婚において）あなたに祝福を与え、降り注いでくれますように。そしてあなた方二人をよきものにおいて、縁結びして下さいますように。」 
80808080．．．．結婚結婚結婚結婚するするするする者者者者、、、、及及及及びびびび家家家家畜畜畜畜をををを買買買買うううう時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�G−II  � �8 D!�  	�4 �� �>4�5 ��(4 �,�� �� �K4	* �D �, �4 �8�m 	D�a �- � �� � 	% �< �� � �V � 	% �< �>�!�� 	b�� 3��L
 �K	* �D �, � �8�m 	D�a �- � �� 3 �Y �� � �V 3 �Y SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ハイラハハイラハハイラハハイラハーーーー    ワワワワ    ハイハイハイハイララララ    マーマーマーマー    ジャバルタハージャバルタハージャバルタハージャバルタハー    アライヒアライヒアライヒアライヒ    ワワワワ    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリハーシャッリハーシャッリハーシャッリハー    ワワワワ    シシシシャッリャッリャッリャッリ    マーマーマーマー    ジャバルタハージャバルタハージャバルタハージャバルタハー    アライヒアライヒアライヒアライヒ。。。。    「アッラーよ、私はそこにある良きものを求め、あなたがそのように創造されたところの良きものを求めます。そしてそこにある悪から、そしてあなたがそのように創造されたところの悪しきものからのご加護を求めます。」 

81818181．．．．床床床床入入入入りりりり前前前前のドアーのドアーのドアーのドアー 

G��− II �'� �� 	?�5 �  � �8 D!�  �����	*  J!� ��3� �- �� , �����	*  J!� ���	a3� �- ����m 	\ �� �B � ��� SS ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ジャンニブナッシジャンニブナッシジャンニブナッシジャンニブナッシャイターナャイターナャイターナャイターナ、、、、ワワワワ    ジャンニビッシャイターナジャンニビッシャイターナジャンニビッシャイターナジャンニビッシャイターナ    マーマーマーマー    
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ラザクタナーラザクタナーラザクタナーラザクタナー。。。。    「アッラーの御名において。アッラーよ、私たちからシャイターンを退けて下さい。そして私たちに授けて下さったものからシャイターンを退けて下さい。」 
82828282．．．．怒怒怒怒ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�g−II ��* �-  �!� �����	*  J!� �� �� �'��5 ��( �,�� SS� アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ミナッシャイターニッラジミナッシャイターニッラジミナッシャイターニッラジミナッシャイターニッラジームームームーム。。。。    「私はアッラーに、呪われるべきシャイターンからのご加護を求めます。」 
83838383．．．．災難災難災難災難にににに遭遭遭遭ったったったった者者者者をををを見見見見たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

G�i−II �o4�D �< 	�4 �¬ ]%4�& �� �U �, h���D  ��� �� �K�5 � l�m 	5� � �¬ ������ �, O ��!� �' �1 	Q�R�
l* �� 	����SS アルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィーアルハムドゥリッラーヒッラズィー    アーファーニアーファーニアーファーニアーファーニーーーー    ミンマブタラーカミンマブタラーカミンマブタラーカミンマブタラーカ    ビヒビヒビヒビヒ。。。。ワワワワ    ファッダラニーファッダラニーファッダラニーファッダラニー    アラーアラーアラーアラー    カスィーリンカスィーリンカスィーリンカスィーリン    ミンマンミンマンミンマンミンマン    ハラカハラカハラカハラカ    タフデタフデタフデタフディーラーィーラーィーラーィーラー。。。。    「あなたに降りかかった災難から私を守って下さった、そして私をかれが創造された多くのものより尊んで下さったアッラーに称えあれ。」 
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84848484．．．．集集集集まりにおいてまりにおいてまりにおいてまりにおいて言言言言うドアーうドアーうドアーうドアー 

G��−II �B( �� �/!� "e�  ( m!� �s	@�� �> @�L  �f �, 	��� �� �� 	� �� 	d� 3e �B SS� ラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィルラッビグフィル    リーリーリーリー    ワワワワ    トゥブトゥブトゥブトゥブ    アライヤアライヤアライヤアライヤ    イイイインナカンナカンナカンナカ    アンタッタウワーブルガフールアンタッタウワーブルガフールアンタッタウワーブルガフールアンタッタウワーブルガフール。。。。（（（（××××100100100100回回回回））））    「主よ、私をお赦し下さい。私の悔悟を受け入れて下さい。本当にあなたはよく悔悟を受け入れ、よくお赦し下さるお方。」 
85858585．．．．集集集集まりのまりのまりのまりの解散解散解散解散にににに際際際際してしてしてしてのドアーのドアーのドアーのドアー 

G��−II �>�@� �̀ 	a �b  � �8 D!�   �  �� �� 	/�m4 	b�� , �s4	@�� L �K4!L  	��� �1 �8 	��� , �  �1 	Q �̀ �5 ��
 �>	* �!�L �e(���� ��� SS スブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマスブハーナカッラーフンマ    ワワワワ    ビハムディカビハムディカビハムディカビハムディカ、、、、アアアアシュハドゥシュハドゥシュハドゥシュハドゥ    アッラーアッラーアッラーアッラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンアンアンアンタタタタ、、、、アスタグフィルカアスタグフィルカアスタグフィルカアスタグフィルカ    ワワワワ    アトゥーブアトゥーブアトゥーブアトゥーブ    イライカイライカイライカイライカ。。。。    「アッラーよ、あなたに賞賛と讃美あれ。私はあなた以外に真に崇拝すべきものはないことを証言します。私はあなたにお赦しを求め悔悟します。」 

86868686．「．「．「．「アッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたを赦赦赦赦してしてしてして下下下下さりますさりますさりますさります    ようにようにようにように」」」」とととと言言言言ったったったった者者者者へのへのへのへの言葉言葉言葉言葉 

G��− II �>�! �� SS� ワワワワ    ラクラクラクラク。。。。    「そしてあなたに対しても。」 
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87878787．．．．あなたにあなたにあなたにあなたに善善善善いことをしたいことをしたいことをしたいことをした者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

G��−II $� 	% �< �'� � � �t �- SS� ジャザーカッラーフジャザーカッラーフジャザーカッラーフジャザーカッラーフ    ハイラーハイラーハイラーハイラー。。。。    「アッラーがあなたに良き報奨を与えて下さりますよう。」 
88888888．．．．偽偽偽偽メメメメシアからのシアからのシアからのシアからの護身護身護身護身 

199199199199－－－－「洞窟章の最初の 10節を覚えた者は偽メシアの災難から護られる。」そして各礼拝の終わりに悪魔からのご加護をアッラーに請うこと。 
89898989．「．「．「．「私私私私はアッラーはアッラーはアッラーはアッラーゆえゆえゆえゆえにあなたをにあなたをにあなたをにあなたを愛愛愛愛しますしますしますします」」」」とととと言言言言ったったったった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

���−IIh���m	a�a 	N�� O ��!� �> a �N��  �K �! SS� アハッバカッラズィーアハッバカッラズィーアハッバカッラズィーアハッバカッラズィー    アハバブタニーアハバブタニーアハバブタニーアハバブタニー    ラフラフラフラフ。。。。    「あなたが私を愛した所以となられたそのお方が、あなたを愛されますように。」 
90909090．．．．あなたにあなたにあなたにあなたに財財財財をををを施施施施したしたしたした者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

��G−II �>�!� �� �� �>�D 	V�� �A �>�! �'� �  �B��5 SS� バーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフ    ラカラカラカラカ    フィーフィーフィーフィー    アハリカアハリカアハリカアハリカ    ワワワワ    マーリクマーリクマーリクマーリク。。。。    「アッラーがあなたの家族とあなたの財産に関してあなたを祝福して下さいますよう。」 
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91919191．．．．借金借金借金借金返返返返済済済済時時時時のののの債権債権債権債権者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

���−II  �144 	Q�R� �|�D44  ?!� �̂ � �t44 �- �)44 @�L , �>44�!� �� �� �>44�D 	V�� �A �>44 �! �'� �  �B�44�5
 �̂ � �:�j� �� SS� バーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフバーラカッラーフ    ラカラカラカラカ    フィーフィーフィーフィー    アハリカアハリカアハリカアハリカ    ワワワワ    マーリクマーリクマーリクマーリク。。。。インナマーインナマーインナマーインナマー    ジャザーウッサラフィルハジャザーウッサラフィルハジャザーウッサラフィルハジャザーウッサラフィルハムドゥムドゥムドゥムドゥ    ワルアダーワルアダーワルアダーワルアダー。。。。    「アッラーがあなたの家族とあなたの財産に関してあなたを祝福して下さいますよう。貸付の報奨は、その返済と賞賛です。」 

92929292．．．．不信仰不信仰不信仰不信仰にににに恐怖恐怖恐怖恐怖をををを抱抱抱抱いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

��g−II  � �8 D!�   �4��X �  �� �� 	/�m4 	b�� �� , ��4�D 	,�� �4�@�� �� �>4�5 �  � 	Y�� 	��� �>�5 ��( �,�� 3��L
 ���D 	,�� SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    アンアンアンアン    ウシュリカウシュリカウシュリカウシュリカ    ビカビカビカビカ    ワワワワ    アナーアナーアナーアナー    アァラムアァラムアァラムアァラム。。。。ワワワワ    アアアアスタグフィルカスタグフィルカスタグフィルカスタグフィルカ    リマーリマーリマーリマー    ラーラーラーラー    アァラムアァラムアァラムアァラム。。。。    「アッラーよ、私はあなたに、それと知りながらあなたに他の者を並べて崇める罪からのご加護を求めます。そして、私が知らずに犯した罪へのあなたの御赦しを求めます。」 
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93939393．「．「．「．「アッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたを祝祝祝祝福福福福してしてしてして下下下下さいますさいますさいますさいます    ようようようよう」」」」とととと言言言言ったったったった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

��i−II�'� �  �B��5 �>*�� �� SS� ワワワワ    フィーカフィーカフィーカフィーカ    バーラカッラーバーラカッラーバーラカッラーバーラカッラー。。。。    「あなたにもアッラーからの祝福がありますよう。」 
94949494．．．．ティヤラティヤラティヤラティヤラ①にににに対対対対するするするする嫌嫌嫌嫌悪悪悪悪のドアーのドアーのドアーのドアー 

���−II  � �8 D!�  �  � 	% �d �K!L  �� , �  � 	% �< L � 	% �<  �� , �  � 	%�r L � 	%�r SS � アッラアッラアッラアッラーフンマーフンマーフンマーフンマ    ラーラーラーラー    タイラタイラタイラタイラ    イッラーイッラーイッラーイッラー    タイルタイルタイルタイルクククク。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ハイラハイラハイラハイラ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ハイルクハイルクハイルクハイルク。。。。ワワワワ    ララララーーーー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    ガイルクガイルクガイルクガイルク。。。。    「アッラーよ、あなたを差し置いて（吉凶の原因となるような）鳥などはいません、あなたの善の他に善はありません、あなた以外に真に崇拝すべきものはありません。」 
95959595．．．．乗乗乗乗りりりり物物物物にににに乗乗乗乗るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

���−�' �1 	Q�R� �� , �'� �� 	?�5 � �K4 �! �4 � �� �4 �� �� � ��4 �V �4�� �! ��  µ4 �b O ��4!� ��� �̀ 	a4 �b
 �C�@ �� 	7 ��* �L �� ��(�a�D �7	���X ��� 35 �B ���L � @� II, � �c4 	��� �'� , �' �1 	Q�R� , �' �1 	Q�R� , �' �1 	Q�R� 

                                         ① 訳者注：「ティヤラ」とは、ある種の鳥の出現を物事の吉凶と結びつける、イスラーム以前の時代の迷信。鳥に限らず、アッラー以外の何ものかが何かを益したり害したりすると考えることは、シルクの一種です（36ページの訳者注参照）。 



 147

 �>�@� �̀ 	a �b , � �c 	��� �'� , � �c 	��� �'�  � �8 D!�  �� �� 	/ ��  �K @�± �� , �� 	� �� 	d��� �¤	��@ �s 	Q�D �¡ 3��L
 �s	@�� L �e(�@ "�!�SS � ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。ワワワワルハムドゥルハムドゥルハムドゥルハムドゥ    リッラーリッラーリッラーリッラー。『。『。『。『スブハースブハースブハースブハーナッラズィーナッラズィーナッラズィーナッラズィー    サッハラサッハラサッハラサッハラ    ラナーラナーラナーラナー    ハーザーハーザーハーザーハーザー    ワワワワ    マーマーマーマー    クンナークンナークンナークンナー    ラフラフラフラフ    ムクリニーンムクリニーンムクリニーンムクリニーン＊＊＊＊    ワワワワ    インインインインナーナーナーナー    イラーイラーイラーイラー    ラッビナーラッビナーラッビナーラッビナー    ラムンカリブーンラムンカリブーンラムンカリブーンラムンカリブーン』』』』アアアアルハムドゥルハムドゥルハムドゥルハムドゥ    リッラーリッラーリッラーリッラー。。。。アルハムドゥアルハムドゥアルハムドゥアルハムドゥ    リッラーリッラーリッラーリッラー。。。。アルハムドゥアルハムドゥアルハムドゥアルハムドゥ    リッラーリッラーリッラーリッラー。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。ススススブハーナカッラーフンマブハーナカッラーフンマブハーナカッラーフンマブハーナカッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    ザラムトゥザラムトゥザラムトゥザラムトゥ    ナフスィーナフスィーナフスィーナフスィー    ファグフィルファグフィルファグフィルファグフィル    リーリーリーリー。。。。ファインナフファインナフファインナフファインナフ    ラーラーラーラー    ヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバヤグフィルッズヌーバ    イッラーイッラーイッラーイッラー    アンタアンタアンタアンタ。。。。    「アッラーの御名において、アッラーに称えあれ。『これらのものを私たちに服従させた御方を讃えます。これは私たち自身では出来なかったことです。＊ 本当に私たちは，私たちの主の御許に必ず帰るのです。』【金の装飾章：13～14】アッラーに称えあれ。アッラーに称えあれ。アッラーに称えあれ。アッラーは偉大なり。アッラーは偉大なり。アッラーは偉大なり。アッラーよ、あなたに称えあれ。本当に私は自分自身に不正を働きました。ですから私を御赦
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し下さい。本当に罪を御赦しになられるのは、あなたの他におりません。」 
96969696．．．．旅旅旅旅立立立立ちちちちのドアーのドアーのドアーのドアー 

���− 	��� �'� , � �c 	��� �'�, � �c 	��� �'�, � �c� �K4 �! � � �� � �� �� � �� �V ��� �! ��  µ �b O ��!� ��� �̀ 	a �b
 �C�@ �� 	7 ��* ��(4�a�D �7	���X ��� 35 �B ���L � @�L ��� II  �4 �8 D!�   �c4!� � ��4 �V ��@ �� ��4 �b �A �>�!��4 	?�@ �4 @�L

,Æ �( 	7 m!� �� , �Ì 	��� � �� �T �Q �M!� �� �� ��  � �8 D!� 4��	* �D �, 	� 3( �V �4 � �, �(4	r� �� � ��4 �V ��@ �� ��4 �b �
, �Z �1 	M �5  � �8 D!�  ��*�D��� �� , �� ��  ?!� �A �� �N�  u!� �s	@��, �T4 	V�j� �A �;   �4 �8 D!�  ��(4 �,�� 3��L

 	�4 �� �>�5,� ��4  ?!� �̂ �4�& 	, �� , ���+	��X� �;4 �5v �� ��  �T4 	V�j� �� �6�4�X� �A, ���D �7	��X� �̂ (4 �b �� SS
II ��� �� , ��(�a��� ��� �1 ��� �N ��� 35 ���! , ��� �1�5� �, , ��(�a� SS アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アアアアッラーフッラーフッラーフッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。『。『。『。『スブハーナッラズィースブハーナッラズィースブハーナッラズィースブハーナッラズィー    サッサッサッサッハラハラハラハラ    ラナーラナーラナーラナー    ハーザーハーザーハーザーハーザー    ワワワワ    マーマーマーマー    クンナークンナークンナークンナー    ララララフフフフ    ムクリニーンムクリニーンムクリニーンムクリニーン＊＊＊＊ワワワワ    インナーインナーインナーインナー    イラーイラーイラーイラー    ラッビラッビラッビラッビナーナーナーナー    ラムンカリブーンラムンカリブーンラムンカリブーンラムンカリブーン』』』』アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インナインナインナインナーーーー    ナスアルカナスアルカナスアルカナスアルカ    フィーフィーフィーフィー    サファリナーサファリナーサファリナーサファリナー    ハーザルハーザルハーザルハーザルビッラビッラビッラビッラ    ワッタクワーワッタクワーワッタクワーワッタクワー。。。。ワワワワ    ミナルアマリミナルアマリミナルアマリミナルアマリ    マーマーマーマー    タルダータルダータルダータルダー。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ハウウィンハウウィンハウウィンハウウィン    アライナアライナアライナアライナーーーー    サファラナーサファラナーサファラナーサファラナー    ハーザーハーザーハーザーハーザー。。。。ワトゥウィワトゥウィワトゥウィワトゥウィ    アンナアンナアンナアンナーーーー    ブゥダフブゥダフブゥダフブゥダフ。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    アンタッサーヒブアンタッサーヒブアンタッサーヒブアンタッサーヒブ    フィッサファルフィッサファルフィッサファルフィッサファル。。。。ワルハリーファトゥワルハリーファトゥワルハリーファトゥワルハリーファトゥ    フィルアハフィルアハフィルアハフィルアハ
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ルルルル。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    インニーインニーインニーインニー    アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    ワァサーイッサファリワァサーイッサファリワァサーイッサファリワァサーイッサファリ、、、、ワワワワ    カアーバティルカアーバティルカアーバティルカアーバティルマンザリマンザリマンザリマンザリ、、、、ワワワワ    スーイルムンカラビスーイルムンカラビスーイルムンカラビスーイルムンカラビ    フィルマーリフィルマーリフィルマーリフィルマーリ    ワルアハルワルアハルワルアハルワルアハル。。。。（（（（旅旅旅旅からからからから帰帰帰帰ってきたらこれらのってきたらこれらのってきたらこれらのってきたらこれらの言葉言葉言葉言葉のののの他他他他にににに、、、、更更更更にににに次次次次のののの言葉言葉言葉言葉をををを付付付付けけけけ加加加加えるえるえるえる））））アーイブーナアーイブーナアーイブーナアーイブーナ、、、、ターイブターイブターイブターイブーナーナーナーナ、、、、アービドゥーナアービドゥーナアービドゥーナアービドゥーナ、、、、リラッビナーリラッビナーリラッビナーリラッビナー    ハーミドゥハーミドゥハーミドゥハーミドゥーンーンーンーン。。。。    「アッラーは偉大なり。アッラーは偉大なり。アッラーは偉大なり。『これらのものを私たちに服従させた御方を讃えます。これは私たち自身では出来なかったことです。＊ 本当に私たちは，私たちの主の御許に必ず帰るのです。』【金の装飾章：13～14】アッラーよ、私たちはこの私たちの旅において、善行と敬虔さを請います。そしてあなたのご満悦される行いを求めます。アッラーよ、私たちのこの旅を容易くして下さい。そしてその距離を縮めて下さい。アッラーよ、あなたは旅の道連れであり、（残した）家族の後見人です。アッラーよ、私はあなたに旅の困難と風景がもたらす倦怠さから、そして財産と家族に万一のことがないよう、あなたにご加護を求めます。」（そして帰ってきたら「私たちは帰り、悔悟し、
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崇拝します。そして私たちの主を称えます。」と付け加える。） 
97979797．．．．村村村村やややや町町町町にににに入入入入るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

���−II  � �8 D!�   �x	a4  ?!� �C4 �} �B�j�  e �B �� , ��4	D �D 	¡�� � �� �� �x	a  ?!� �2� �� �)  ?!� 3e �B
 ��	� �B �� � �� �� �§� �� 3�!� "e �B �� , ��	D �D 	}�� � �� �� �C�r��*  J!�  e �B �� , ��	D �D 	\�� � �� �� � �!��4 	b�� �>

 3 �Y �� , �4 �V 3 �Y 	�4 �� �>�5 ��( �,�� �� , � �8*�� � �� � 	% �< �� , � �8�D 	V�� � 	% �< �� �; �� 	� �7!� �Z �� �V � 	% �<
� �8*�� � �� 3 �Y �� , � �8�D 	V�� SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイラッバッサマーワーティッサブイ    ワワワワ    マーマーマーマー    アズラルンアズラルンアズラルンアズラルン。。。。ワワワワ    ラッバルアラディーナラッバルアラディーナラッバルアラディーナラッバルアラディーナッサブイッサブイッサブイッサブイ    ワワワワ    マーマーマーマー    アクラルンアクラルンアクラルンアクラルン。。。。ワワワワ    ラッバッシラッバッシラッバッシラッバッシャヤーティーニャヤーティーニャヤーティーニャヤーティーニ    ワワワワ    マーマーマーマー    アドゥラルンアドゥラルンアドゥラルンアドゥラルン。。。。ワワワワ    ララララッバッリヤーヒッバッリヤーヒッバッリヤーヒッバッリヤーヒ    ワワワワ    マーマーマーマー    ザラインザラインザラインザライン。。。。アスアルカアスアルカアスアルカアスアルカ    ハイラハイラハイラハイラ    ハーズィヒルカルヤティハーズィヒルカルヤティハーズィヒルカルヤティハーズィヒルカルヤティ    ワワワワ    ハイラハイラハイラハイラ    アアアアハリハーハリハーハリハーハリハー、、、、ワワワワ    ハイラハイラハイラハイラ    マーマーマーマー    フィーハーフィーハーフィーハーフィーハー。。。。ワワワワ    アアアアウーズウーズウーズウーズ    ビカビカビカビカ    ミンミンミンミン    シャッリハーシャッリハーシャッリハーシャッリハー、、、、ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    アハリハーアハリハーアハリハーアハリハー、、、、ワワワワ    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    フィーハーフィーハーフィーハーフィーハー。。。。    「アッラーよ、7層の天とその影が覆うものの主よ、

7 層の大地とそれが運ぶものの主よ、多くのシャイターンとそれらが迷わせたものの主よ、風とそれが吹き飛ばしたものの主よ、私はこの村の良きものとその住人の良きものを、そしてそこにある良きもの
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を求めます。また私はあなたにその悪とその住人の悪とそこにある悪からのご加護を求めます。」 
98989898．．．．市場市場市場市場にににに入入入入るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

���−II  h4�*	 �¿ �14 	Q�R� �K4 �! �� �>4	D�X� �K4 �! , �K4 �! �>4� � �Y  �Z �14 	N �� �'� L �K!L 
 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ �T �� �U �, �( �V �� , � 	%��� �Z �1�*�5 , �2( �Q��  ·h �N �( �V �� �s* �Q �� ��� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ。。。。ユフイーユフイーユフイーユフイー    ワワワワ    ユミートゥユミートゥユミートゥユミートゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    ハイハイハイハイユンユンユンユン    ラーラーラーラー    ヤムートゥヤムートゥヤムートゥヤムートゥ。。。。ビヤディヒルハイルビヤディヒルハイルビヤディヒルハイルビヤディヒルハイル、、、、ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カディールカディールカディールカディール。。。。    「唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、かれに並ぶ何ものもありません。主権はかれに属し讃美もかれに属します。生死を司る御方、かれは死ぬことなく永遠に生きるお方。全ての良いことはかれの手中にあり、かれは全てにおいて全能です。」 
99999999．．．．乗乗乗乗りりりり物物物物のののの調調調調子子子子がががが悪悪悪悪いいいい時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

�G�−II�'� �� 	?�5 SS� ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー。。。。    「アッラーの御名において。」 
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100100100100．．．．旅旅旅旅人人人人のののの居住居住居住居住者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

�GG−II �K �M��� �: �� �x* ����  O ��!� �'� �� �
 �,�: 	(�m 	b�� SS� アスタウディウクムッラーハッラズィーアスタウディウクムッラーハッラズィーアスタウディウクムッラーハッラズィーアスタウディウクムッラーハッラズィー    ラーラーラーラー    タタタタディーウディーウディーウディーウ    ワダーイウフワダーイウフワダーイウフワダーイウフ。。。。    「私は、信託を破棄することのないアッラーの御許にあなた方を委ねてお別れします。」 
101101101101．．．．居住居住居住居住者者者者のののの旅旅旅旅人人人人へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

�G�−II �>�D �Q �, ��*��� �( �< �� , �>�m�@� ���� �� , �>����: �'� ���: 	(�m 	b�� SS� アスタウディウッラーハアスタウディウッラーハアスタウディウッラーハアスタウディウッラーハ    ディーナカディーナカディーナカディーナカ、、、、ワワワワ    アマーアマーアマーアマーナタカナタカナタカナタカ、、、、ワワワワ    ハワーティーマハワーティーマハワーティーマハワーティーマ    アマリカアマリカアマリカアマリカ。。。。    「私は、あなたの宗教と信託とあなたの行為の集大成をアッラーの御許に委ねてお別れします。」 

�Gg−II �44 �� ��44	* �N � 	%44��� �>44 �! 44 �  Á�� �� , �>44�a 	@ �� ��44 �� �d �� , Æ �(44 	7 m!� �'� �  �:  � ��
 �s	� ��SS� ザウワダカッラーフッタクワーザウワダカッラーフッタクワーザウワダカッラーフッタクワーザウワダカッラーフッタクワー。。。。ワワワワ    ガファラガファラガファラガファラ    ザザザザンバカンバカンバカンバカ。。。。ワワワワ    ヤッサラヤッサラヤッサラヤッサラ    ラカルハイララカルハイララカルハイララカルハイラ    ハイスハイスハイスハイス    ママママーーーー    クントゥクントゥクントゥクントゥ。。。。    「アッラーがあなたに敬虔さを増大させ、あなたの罪を赦し、そしてどこにいても善を容易くして下さいますよう。」 
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102102102102．．．．旅旅旅旅のののの道中道中道中道中におけるにおけるにおけるにおけるタクビールタクビールタクビールタクビールととととタスビーフタスビーフタスビーフタスビーフ① 

214214214214－－－－ジャービル（彼にアッラーのご満悦あれ）は言った。「私たちは乗り物に乗った時は、タクビールを口にしたものでした。そしてそこから降りた時には、タスビーフを口にしたものでした。」 
103103103103．．．．サハルサハルサハルサハル時時時時（（（（夜夜夜夜明明明明けけけけ前前前前））））のののの旅旅旅旅人人人人のドアーのドアーのドアーのドアー 

�G�−II �4��	* �D �, �K4��l�5 ��4 	? �N �� , �'� �14 	Q �̀ �5 [x ���4 �b �x  Q �b � , ���	a �N�4 �E �4��  5 �B
 	��� �� �B� �!� �� �� �'��5 $����� �, ���	* �D �, 	T ��� SS サンマアサンマアサンマアサンマア    サーミウンサーミウンサーミウンサーミウン    ビハムディッラーヒビハムディッラーヒビハムディッラーヒビハムディッラーヒ、、、、ワワワワ    フスニフスニフスニフスニ    バラーイヒバラーイヒバラーイヒバラーイヒ    アライナーアライナーアライナーアライナー。。。。ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    ササササーヒブナーーヒブナーーヒブナーーヒブナー、、、、ワワワワ    アフディルアフディルアフディルアフディル    アライナーアライナーアライナーアライナー    アーイアーイアーイアーイザンザンザンザン    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ミナンナールミナンナールミナンナールミナンナール。。。。 「（天使たちよ、）私たちへの素晴らしい恩寵に対する私たちのアッラーへの讃美を、アッラーに伝えて下さい。主よ、私たちの同伴者よ、私たちに恩恵を降り注ぎ、そして業火からのご加護をお与え下さい。」 

                                         ① 訳者注：「タクビール」とは「アッラーフ アクバル（アッラーは偉大なり）」、「タスビーフ」とは「スブハーナッラー（アッラーはあらゆる不完全性や欠陥から無縁な、崇高なお方）」と念じて言うことです。 
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104104104104．．．．旅旅旅旅においてにおいてにおいてにおいて他他他他のののの家家家家やややや場所場所場所場所にににに泊泊泊泊まるまるまるまる時時時時のドのドのドのドアーアーアーアー 

�G�−II �o�D �< � �� 3 �Y 	� �� �2�  �� m!� �'� �2 �)�D �
�5 ��( �,��SS  �  アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーティィィィ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ハラクハラクハラクハラク。。。。    「私はアッラーの完璧な御言葉に、彼が創造した悪からのご加護を求めます。」 
105105105105．．．．旅旅旅旅からからからから戻戻戻戻ったったったった時時時時のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル 

�G�−II �� , �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L  �U4 �, �(4 �V
 �'� �© �14 �E , ��� �14 ��� �N �4�� 35 ���! , ��� �14�5� �, , ��(�a���4 �� , ��(4�a��� , [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ 3T ��

 �Z �1 	N �� �e� �t 	N�j� �z �t �V �� , �Z �1	a �, � �£�@ �� , �Z �1 	, �� � SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ、、、、ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。アーイブーナアーイブーナアーイブーナアーイブーナ、、、、タタタターイブーナーイブーナーイブーナーイブーナ、、、、アービドアービドアービドアービドゥーナゥーナゥーナゥーナ、、、、リラッビナーリラッビナーリラッビナーリラッビナー    ハーミドゥーンハーミドゥーンハーミドゥーンハーミドゥーン。。。。サダカッサダカッサダカッサダカッラーフラーフラーフラーフ    ワァダフワァダフワァダフワァダフ、、、、ワワワワ    ナサラナサラナサラナサラ    アブダフアブダフアブダフアブダフ、、、、ワワワワ    ハハハハザマルアハザーバザマルアハザーバザマルアハザーバザマルアハザーバ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ。。。。    「唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、かれに並ぶ何ものもありません。王権はかれに属し、讃美もかれに属します。かれは全てにおいて全能です。私たちは帰り、悔悟し、崇拝します。そして私
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たちの主を称えます。アッラーは御自身のお約束を履行し、そのしもべを勝利させ、部族連合を敗走させました。」 
106106106106．．．．嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい事事事事やややや嫌嫌嫌嫌なななな事事事事があったがあったがあったがあった時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと 

�G�−II �1 	Q�R� �2�� �R�  u!� "��m �� �K�m �Q 	M���5 O ��!� �' SS� アルハムドゥアルハムドゥアルハムドゥアルハムドゥ    リッラーヒッラズィーリッラーヒッラズィーリッラーヒッラズィーリッラーヒッラズィー    ビニァマテビニァマテビニァマテビニァマティヒィヒィヒィヒ    タティンムッサーリハートゥタティンムッサーリハートゥタティンムッサーリハートゥタティンムッサーリハートゥ。。。。    預言者は彼に嬉しいことがもたらされると、次のように言った：「アッラーに称えあれ。善行はかれの恩恵によって完遂されます。」 

II ]6� �N 3T �� �U �, �' �1 	Q�R�� SS アルハムドゥリッラーヒアルハムドゥリッラーヒアルハムドゥリッラーヒアルハムドゥリッラーヒ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    ハールハールハールハール。。。。    また預言者は、彼に嫌なことがもたらされると次のように言った：「どのような状況であれ、アッラーを称えます。」 
107107107107．．．．預言者預言者預言者預言者（（（（彼彼彼彼にアッラーからのにアッラーからのにアッラーからのにアッラーからの祝福祝福祝福祝福とととと平安平安平安平安    あれあれあれあれ））））のためにのためにのためにのために祈願祈願祈願祈願することすることすることすること①のののの徳徳徳徳 

219219219219－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「私のために 1回祈願した者には、アッラー
                                         ① 具体的な祈願の仕方については、本書 12頁の脚注①参照のこと。 
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が彼のために 10回祈願する。」 

220220220220－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「私の墓をイード①としてはならない。私のために祈願しなさい。あなた方の祈願はあなた方がどこにいようと私に届くのであるから。」 

221221221221－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「吝嗇な者とは、私の名を述べた時に私への祈願をしない者である。」 

222222222222－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「アッラーのもとには私のウンマ②からのサラームを私に伝える、地上を周遊してまわる天使たちがいる。」 

223223223223－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「私に挨拶する者にはアッラーが私に私の魂を戻し、そして私は彼への挨拶を返すのである。」 
                                         ① 訳者注：「イード」とは定期的に訪れるところのもの、そして時節的なものであれ、場所的なものであれ、何かを定期的に行うことを指します。それゆえ預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は人々が定期的に彼の墓を来訪することを諌めたのであり、本文の後半部分にもあるように、彼への祈願はどこからでも届くのです。 ② 訳者注：預言者ムハンマド（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）の共同体のこと。 
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108108108108．．．．サラームサラームサラームサラーム（（（（挨拶挨拶挨拶挨拶））））①をををを広広広広めることめることめることめること 

224224224224－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「あなた方は信仰するまで天国には入らないだろう。そしてあなた方はお互いに愛し合うようになるまで、信仰したことにはならないだろう。だからもしそれを実行すれば、あなた方がお互いに愛し合うようになる方法を教えてやろう。あなた方の間にサラーム（挨拶）を広めるのだ。」 

225225225225－－－－「次の 3 つの特質を備えた者は信仰を結集したと言える：まず自らに公正であること、人々に対して自分から挨拶を行うこと、困窮の中での施し。」 

226226226226－－－－アブドゥッラー ブン ウマル（彼らにアッラーのご満悦あれ）は伝える。「ある男が預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）に『どのようなイスラームが最も優れているのでしょうか？』と尋ねた。
                                         ① 訳者注：ムスリムの一般的な挨拶の言葉「アッサラーム アライクム（あなた方に平安がありますよう）」のこと。あるいはそれに続けて「ワ ラハマトゥッラー（そしてアッラーのご慈悲を）」、更に「ワ バラカートゥフ（そしてアッラーの祝福を）」と付け足せば尚良いとされます。そして挨拶を受けたムスリムは、それと同様かそれより良いサラームを返すべきとされます。至高のアッラーは仰られた：《そしてあなた方が挨拶を受けたら、それより良い挨拶を返すか、あるいは同じ挨拶を返すのだ。実にアッラーは全てのことを精算されるお方である。》（女人章：86） 
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預言者は言った。『食事を施し、あなたの知り合いにも知らない者にもサラーム（挨拶）をすることである。』」 
109109109109．．．．不信仰者不信仰者不信仰者不信仰者がががが挨拶挨拶挨拶挨拶したしたしたした時時時時のののの返事返事返事返事 

���−II 	� �
	* �D �, �� SS � ワワワワ    アライクムアライクムアライクムアライクム。。。。    「啓典の民があなた方に挨拶した時には『そしてあなた方の上にも。』と返しなさい。」 
110110110110．．．．ニワトリとニワトリとニワトリとニワトリとロロロロバのバのバのバの鳴鳴鳴鳴きききき声声声声をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

228228228228－－－－「あなた方が雄鶏の鳴き声を聞いたらアッラーに彼の恩恵を求めなさい。雄鶏は天使を見たのだから。そしてロバの鳴き声を聞いたら、アッラーにシャイターンからの助けを求めなさい。ロバはシャイターンを見たのだから。」 
111111111111．．．．夜夜夜夜、、、、犬犬犬犬のののの吠吠吠吠ええええるるるる声声声声をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

229229229229－－－－「あなた方が夜、犬の吠える声やロバの鳴き声を聞いたらアッラーにそれらからのご加護を求めなさい。それらはあなた方に見えないものを見るのだから。」 
112112112112．．．．悪悪悪悪口口口口をををを言言言言ってしまったってしまったってしまったってしまった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー 

�g�− II  � �8 D!�  ]� �� 	� �� �) "��� ��  �; ����* �7!� �z 	( �� �>	* �!�L $; �5 	� �\ �K �! �>�! �� 	T �M 	-��� �K�m	a�a �b�SS 
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アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ファアイユマーファアイユマーファアイユマーファアイユマー    ムウミニンムウミニンムウミニンムウミニン    ササササバブトゥフバブトゥフバブトゥフバブトゥフ    ファジュアルファジュアルファジュアルファジュアル    ザーリカザーリカザーリカザーリカ    ラフラフラフラフ    クルクルクルクルバタンバタンバタンバタン    イライカイライカイライカイライカ    ヤウマルキヤーマヤウマルキヤーマヤウマルキヤーマヤウマルキヤーマ。。。。    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「アッラーよ、私が悪口を言ってしまった信者に関しては、それを審判の日にかれがあなたに近付くための善行と換えて下さい。」 
113113113113．．．．誰誰誰誰かかかか他他他他のムスリムをのムスリムをのムスリムをのムスリムを褒褒褒褒めるめるめるめる時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと 

�gG−II $�1 �N�� �'� �U �, h 3� ����  �� , �K�a* �? �N �'� �� �$@l�� �� �? 	N�� �K�a �? 	N�� SS� アハスィブアハスィブアハスィブアハスィブ（（（（ここでここでここでここで名前名前名前名前をををを言言言言うううう））））ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    ハスハスハスハスィーブフィーブフィーブフィーブフ、、、、ワワワワ    ラーラーラーラー    ウザッキーウザッキーウザッキーウザッキー    アラッラーヒアラッラーヒアラッラーヒアラッラーヒ    アハダンアハダンアハダンアハダン    アハスィブフアハスィブフアハスィブフアハスィブフ（（（（ここでそのここでそのここでそのここでその者者者者のののの誉誉誉誉められめられめられめられるべきるべきるべきるべき性質性質性質性質をををを言言言言うううう））））。。。。    「誰かを誉めずにはいられない時にはこう言いなさい。『アッラーこそ真の裁定をされるお方であり、アッラーに対して誰のことを称えるつもりもありませんが、私は某（名前を言う）を～（その者の誉められるべき性質を言う）と思います。』」 
114114114114．．．．誰誰誰誰かにかにかにかに誉誉誉誉められためられためられためられた時時時時にムスリムがにムスリムがにムスリムがにムスリムが    言言言言うことうことうことうこと 

�g�−II  � �8 D!�  �� ��  h4��	D �M 	-� �� ��(4 �Q�D 	M ��  � �� �� 	� �� 	d� �� , ��( �!( �7 �� �)�5 �� 	� �<�
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 ��("��+ �� � �¬ $� 	% �< SS� アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    ラーラーラーラー    トゥアーヒズニートゥアーヒズニートゥアーヒズニートゥアーヒズニー    ビマービマービマービマー    ヤクールーンヤクールーンヤクールーンヤクールーン。。。。ワグフィルワグフィルワグフィルワグフィル    リーリーリーリー    マーマーマーマー    ラーラーラーラー    ヤヤヤヤァラムーンァラムーンァラムーンァラムーン。。。。ワジュアルニーワジュアルニーワジュアルニーワジュアルニー    ハイランハイランハイランハイラン    ミンマーミンマーミンマーミンマー    ヤズンヌーンヤズンヌーンヤズンヌーンヤズンヌーン。。。。    「アッラーよ、彼らが言うことに関して私を咎めないで下さい。そして彼らが知らないことに関して私を御赦し下さい。そして私を、彼らが思っている以上に良い者として下さい。」 
115115115115．．．．ハッジハッジハッジハッジ・・・・ウムラウムラウムラウムラ中中中中ののののタルビヤタルビヤタルビヤタルビヤ①のののの仕方仕方仕方仕方 

�gg−II �>44	* a �!  �44 �8 D!�  , �144 	Q�R�  ��L , �>44	* a �! �>44 �! �>44� � �Y  �>44	* a �! , �>44	* a �!
 �>�! �>� � �Y  , �>	D�X� �� �>�! , �; �Q 	M3�!� �� SS� ラッバイカッラーフンマラッバイカッラーフンマラッバイカッラーフンマラッバイカッラーフンマ    ラッバイクラッバイクラッバイクラッバイク。。。。ラッバイカラッバイカラッバイカラッバイカ ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラカラカラカラカ    ラッバイクラッバイクラッバイクラッバイク。。。。インナルハインナルハインナルハインナルハムダムダムダムダ、、、、ワンニァマタワンニァマタワンニァマタワンニァマタ、、、、ラカラカラカラカ    ワルムルカワルムルカワルムルカワルムルカ、、、、ラーラーラーラー    シシシシ

                                         ① 訳者注：「ハッジ」とはヒジュラ暦 12月上旬にマッカで行われるいわゆる大巡礼のことで、イスラームの 5柱の 1つです。一方「ウムラ」もやはりマッカ巡礼ですが、特定の時期は定められておらず、かつ行われる宗教儀式もハッジに比べて軽減されています。ウムラはハナフィー・マーリキー学派でスンナ（推奨行為）、シャーフィイー・ハンバリー学派では義務とされています。また「タルビヤ」とは巡礼の禁忌状態にある特定の時期に念じることを推奨、あるいは義務付けられている（学派によって相違あり）一連の言葉のことを指します。 
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ャリーカャリーカャリーカャリーカ    ラクラクラクラク。。。。    「アッラーよ、あなたの御許に馳せ参じました。あなたの御許に馳せ参じました。あなたに並ぶ者はいません。讃美と恩恵と主権は、並ぶ者無きあなたの物です。」 
116116116116．．．．黒石黒石黒石黒石のあるのあるのあるのある柱柱柱柱①にににに来来来来たたたた時時時時ののののタクビールタクビールタクビールタクビール 

234234234234－－－－「預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）はカアバ神殿の周りを駱駝に乗ってタワーフ②し、黒石のある柱に辿り着くたびに持っていた物でそれを指し示し、タクビールをした。」 
117117117117．．．．イエメンイエメンイエメンイエメン柱柱柱柱③とととと黒石黒石黒石黒石のあるのあるのあるのある柱柱柱柱のののの間間間間のドアーのドアーのドアーのドアー 

�g�−II �� �? �N ��* 	@ "1!� �A ������ �̂  ���  5 �B �e� �� �, ����\ �� $;�� �? �N �. �� �<F� �A �� $; �B� �!�SS� ラッバナーラッバナーラッバナーラッバナー    アーティナーアーティナーアーティナーアーティナー    フィッドゥニヤーフィッドゥニヤーフィッドゥニヤーフィッドゥニヤー    ハハハハサナサナサナサナ。。。。ワワワワ    フィルアーヒラティフィルアーヒラティフィルアーヒラティフィルアーヒラティ    ハサナハサナハサナハサナ。。。。ワワワワ    キナキナキナキナーーーー    アザーバンナールアザーバンナールアザーバンナールアザーバンナール。。。。    
                                         ① 訳者注：イスラーム第一の聖地マッカのハラーム･モスクの中心にあるカアバ神殿は立方体に近い形をしており、その 4つの角には支柱がありますが、各々の支柱には名称があります。「黒石のある柱」は文字通り黒い石のはまっている柱で、タワーフ（下記訳者注参照）するときの出発点です。 ② 訳者注：「タワーフ」は巡礼の諸義務行為の内の 1 つ。アッラーを崇拝するためにカアバ神殿の周囲を７回逆時計回りに廻ることです。 ③ 訳者注：「イエメン柱」とは、黒石のある柱からタワーフを始めたとき最後に通る柱。 
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「私たちの主よ，現世で私たちに良きものを与え，また来世でも良きものを与えたまえ。そして業火の懲罰から私たちを守りたまえ。」 

118118118118．．．．サファーサファーサファーサファーととととマルワマルワマルワマルワのののの丘丘丘丘①にににに立立立立ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

�g�−II��'� ����� �M �� 	� �� �. �� 	��X� �� � ��  u!�  ��L� �K�5 �'� �� �1 �5 �)�5 �� �1 	5�� SS� 『『『『インナッサファーインナッサファーインナッサファーインナッサファー    ワルマルワタワルマルワタワルマルワタワルマルワタ    ミンミンミンミン    シャアシャアシャアシャアーイリッラーーイリッラーーイリッラーーイリッラー。』。』。』。』アブダウアブダウアブダウアブダウ    ビマービマービマービマー    バダアッラーフバダアッラーフバダアッラーフバダアッラーフ    ビヒビヒビヒビヒ。。。。    「預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）はサファーの丘に近づいた時、言った。『《本当にサファーとマルワは，アッラーのみしるしの内の 1 つである。》私はアッラーがそれでもって始められたものにおいて、始める。』 

II �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L   ]̂ 	 �_ 3T4 �� �U �, �( �V �� �1 	Q�R� �K �! ��
 �e� �t4 	N�j� �z �t4 �V �� , �Z �14	a �, 4 � �£�@ �� , �Z �1 	, �� �t �~	@�� , �Z �1 	N �� �'� L �K!L  , [�� �1 �\

 �Z �1 	N ��� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハム
                                         ① 訳者注：「サファーとマルワの丘」とは、全長約 400ｍの回廊を挟む 2つの丘。「サファーの丘」から始めてその間を 3往復半することは「サアイ」と呼ばれ、巡礼の諸義務行為の内の 1つです。 
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ドゥドゥドゥドゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハワハワハワハダフダフダフダフ。。。。アンジャザアンジャザアンジャザアンジャザ    ワァダフワァダフワァダフワァダフ、、、、ワワワワ    ナサラナサラナサラナサラ    アブダアブダアブダアブダフフフフ、、、、ワワワワ    ハザマルアハザーバハザマルアハザーバハザマルアハザーバハザマルアハザーバ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ。。。。    こうしてサファーの丘から始め、カアバ神殿が見えるところまで上るとキブラの方向①を向き、タウヒードとタクビールの言葉②を唱え、言った。『唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、かれに並ぶ何ものもありません。主権はかれに属し讃美もかれに属します。かれは全てにおいて全能です。唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものはいません。かれは約束を履行し、そのしもべを勝利させ、（背信の）徒党を敗走させました。』 またマルワの丘でも、サファーの丘でした通りに行った。」 
                                         ① 訳者注：つまりカアバ神殿の方向。 ② 訳者注：「タウヒード」の言葉とは「アッラーが唯一であり、かれに並ぶものは何もない」ということを示す言葉を念唱すること。最も一般的なのは「ラー イラーハ イッラッラー（アッラー以外に真に崇拝すべきものはなし）」という言葉。 
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119119119119．．．．アラファアラファアラファアラファ①のののの日日日日のドアーのドアーのドアーのドアー 

�g�− II �U4 �, �(4 �V �� �14 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L 
 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_ 3T �� SS �  ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。    「唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、かれに並ぶ何ものもありません。主権はかれに属し讃美もかれに属します。かれは全てにおいて全能です。」 

120120120120．．．．ムズダリファムズダリファムズダリファムズダリファ②におけるズィクルにおけるズィクルにおけるズィクルにおけるズィクル 

238238238238－－－－「預言者は（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）カスワー（彼の愛用の駱駝の名前）に乗ってムズダリファに着くと、キブラの方角を向いた（そしてドア
                                         ① 訳者注：「アラファ」とはヒジュラ暦 12月の 9日目、ハッジの巡礼者たちが赴くことを義務付けられているマッカ近郊の台地。この日この地でアッラーを念じ、タルビヤを唱え、祈り、犯した罪の赦しを乞う事は、預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）の「ハッジはアラファである。」という言葉が示す通り、ハッジのメインイベント的意味合いを持っています。 ② 訳者注：「ムズダリファ」とは、ヒジュラ暦 12月 9日の夜を過ごすことになっているマッカ近郊の場所。 
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ーをし、タクビールとタハリールとタウヒードの言葉①を唱えた）。そして空が明るくなるまでそのまま立ち続け、日が昇る前に出発した。」 
121121121121．．．．ジャマラートジャマラートジャマラートジャマラート②のののの投石投石投石投石のののの際際際際のタクビールのタクビールのタクビールのタクビール 

239239239239－－－－「3つのジャマラートで小石を投げるたびにタクビールを唱える。そして 1番目と 2番目のジャマラートへの投石の後に立ち止まり、キブラの方角を向いて両手を上げながらドアーする。アカバ（3 番目のジャマラート）の投石に関しても同様にタクビールしながら投石するが、その後は立ち止まらず立ち去る。」 
122122122122．．．．驚嘆驚嘆驚嘆驚嘆やややや嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー 

�i�−II�'� ��� �̀ 	a �b SS� スブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラー。。。。    「アッラーに称えあれ。」 
�iG−II � �c 	��� �'� SS �  アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。    

                                         ① 訳者注：「タハリール」の言葉とは「タウヒード」の言葉と同義。163頁の脚注②参照のこと。 ② 訳者注：マッカ近郊の巡礼者宿営地「ミナー」にある、大小中３本の投石塔。ヒジュラ暦 12月 10日に最大の柱に 7個、そして 11、12、
13日には各柱に 7個ずつの小石を投石することになっています。 
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「アッラーは偉大なり。」 
123123123123．．．．嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい事事事事がががが起起起起こったこったこったこった者者者者がすることがすることがすることがすること 

242242242242－－－－「預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は彼に嬉しい事が起こった時には、祝福された崇高なるアッラーへの感謝のためにサジダ（平伏礼）をした。」 
124124124124．．．．体体体体にににに痛痛痛痛みをみをみをみを感感感感じたじたじたじた者者者者がががが言言言言うことうことうことうこと 

�ig−II�'� �� 	?�5II SS �B��� �N�� �� �1 �-�� � �� 3 �Y 	� �� �K�� �B 	1 �\ �� �'��5 ��( �,��� SS 「体の痛みを感じたところに手を置き、こう言いなさい： ビスミッラービスミッラービスミッラービスミッラー（（（（××××3333回回回回））））。。。。    『アッラーの御名において。』 そして次のように 7回言いなさい： アウーアウーアウーアウーズズズズ    ビッラーヒビッラーヒビッラーヒビッラーヒ    ワワワワ    クドゥラティヒクドゥラティヒクドゥラティヒクドゥラティヒ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    アジドゥアジドゥアジドゥアジドゥ    ワワワワ    ウハーズィルウハーズィルウハーズィルウハーズィル。。。。    『私はアッラーとかれの力において、私が出遭い、警戒するところの悪からのご加護を求めます。』」 
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125125125125．．．．邪視邪視邪視邪視（（（（アインアインアインアイン））））①によるによるによるによる災難災難災難災難をををを恐恐恐恐れるれるれるれる者者者者のドアーのドアーのドアーのドアー 

244244244244－－－－「あなた方の同胞、あるいは自分、あるいはその財産に羨望を感じた時には、彼のために祝福を祈りなさい。本当に邪視は真実であるから。」 

126126126126．．．．恐怖恐怖恐怖恐怖にににに見舞見舞見舞見舞われたわれたわれたわれた時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと 

�i�−II�'� L �K!L  SS� ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー。。。。    「アッラー以外に真に崇拝すべきものはありません。」 
127127127127．．．．屠殺屠殺屠殺屠殺時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと 

�i�−II , � �c 	��� �'� �� �'� �� 	?�5  � �8 D!�  , �>�! �� �>	� ��  � �8 D!� h3� �� 	T a �7 �� SS� ビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒビスミッラーヒ    ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル。。。。アッラーアッラーアッラーアッラーフンマフンマフンマフンマ    ミンカミンカミンカミンカ    ワワワワ    ラクラクラクラク。。。。アッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマアッラーフンマ    タカタカタカタカッバルッバルッバルッバル    ミンニーミンニーミンニーミンニー。。。。    「アッラーの御名において、アッラーは偉大なり。アッラーよ、これはあなたからであなたへのものです。アッラーよ、私から（この捧げ物を）受け入れて下さい。」 
                                         ① 訳者注：邪視（アイン）とは、妬みや羨望などをもった他人の視線。本人の意図とは関係なく、それによって視線を受けた者に災難や悪事をもたらすことがあります。 
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128128128128．．．．悪魔悪魔悪魔悪魔たたたたちちちちのののの策略策略策略策略をををを阻阻阻阻止止止止するドアーするドアーするドアーするドアー 

�i�−II � �� 3 �Y 	� �� [� �-���  �� ·� �5  � �V �� ���� �¢  h�m!� �2�  �� m!� �'� �2 �)�D �
�5 ��( �,��
 , �4 �8*�� �Ê ��4 	M �� �4 �� 3 �Y 	� �� �� , �̂ �)  ?!� �� �� �6 �t	� �� � �� 3 �Y 	� �� �� , �� �B �� �� �� �� �5 �� , �o�D �<

 � �� 3 �Y 	� �� �� �T4	*  D!� ���m4�� 3 �Y 	�4 �� �� , � �8	� �� �Ê ��	 �� � �� 3 �Y 	� �� �� , �n 	B�j� �A �� �B ��
 	��� $�\ �B��r L ]© �B��r 3T �� 3 �Y 	� �� �� , �B� �8 �!� �� �� 	� �B � �� ] 	% �µ�5 �© ��� SS アウーズアウーズアウーズアウーズ    ビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーテビカリマーティッラーヒッターンマーティッラティーィッラティーィッラティーィッラティー    ラーラーラーラー    ユジャーウィズフンナユジャーウィズフンナユジャーウィズフンナユジャーウィズフンナ    バッバッバッバッルンルンルンルン    ワワワワ    ラーラーラーラー    ファージルンファージルンファージルンファージルン    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ハラカハラカハラカハラカ、、、、ワワワワ    ババババラアラアラアラア    ワワワワ    ザラアザラアザラアザラア。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ヤンズィルヤンズィルヤンズィルヤンズィル    ミナッサマーミナッサマーミナッサマーミナッサマー。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ヤァルジュヤァルジュヤァルジュヤァルジュ    フィーハーフィーハーフィーハーフィーハー。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ザラアザラアザラアザラア    フィルアルドフィルアルドフィルアルドフィルアルドゥゥゥゥ。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    マーマーマーマー    ヤフルジュヤフルジュヤフルジュヤフルジュ    ミンミンミンミンハーハーハーハー。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    フィタニッライリフィタニッライリフィタニッライリフィタニッライリ    ワワワワンナハールンナハールンナハールンナハール。。。。ワワワワ    ミンミンミンミン    シャッリシャッリシャッリシャッリ    クッリクッリクッリクッリ    ターリターリターリターリキンキンキンキン    イッラーイッラーイッラーイッラー    ターリカンターリカンターリカンターリカン    ヤトゥルクヤトゥルクヤトゥルクヤトゥルク    ビハイビハイビハイビハイリンリンリンリン    ヤーヤーヤーヤー    ラハマーンラハマーンラハマーンラハマーン。。。。    「慈悲深きお方よ、私は善人であろうと悪人であろうと超えることの出来ないアッラーの完全なる御言葉のもとに、アッラーが創造した悪、天から下りてくるものに起因する悪、そこに上昇するものに起因

 ا
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する悪、大地に創造したものに起因する悪、そこから出現するものに起因する悪、昼夜の災難の悪、良きものをもってドアをノックする者以外の全ての来訪者の悪からのご加護を求めます。」 
129129129129．．．．罪罪罪罪のののの赦赦赦赦しをしをしをしを乞乞乞乞いいいい、、、、悔悟悔悟悔悟悔悟することすることすることすること 

248248248248－－－－アッラーの使徒（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「アッラーに誓って、本当に私は一日に 70回以上アッラーにお赦しを求め、かれに悔悟します。」 

249249249249－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「人々よ、アッラーに悔悟しなさい。本当に私は一日に 100回の悔悟を行います。」 

���−II �K	* �!�L �e(���� �� �z("* �7!� "h�R� �( �V L �K!L  O ��!� ��*�+ �M!� �'� �� �� 	/�m 	b��� SS 預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。 アスタグフィルッラーハルアズィーマッラズィーアスタグフィルッラーハルアズィーマッラズィーアスタグフィルッラーハルアズィーマッラズィーアスタグフィルッラーハルアズィーマッラズィー    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラーイッラーイッラーイッラー    フワルハイユルカイユフワルハイユルカイユフワルハイユルカイユフワルハイユルカイユームームームーム    ワワワワ    アトゥーブアトゥーブアトゥーブアトゥーブ    イライヒイライヒイライヒイライヒ。。。。    「『私は永遠に生き、自存される、かれの他に真に崇拝すべきものが無いところの偉大なアッラーにお赦しを求め、彼に悔悟します。』と言った者は、例えそ
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の者が敵に背を向けて逃げた者であっても、アッラーが彼の罪をお赦しになるであろう。」 

251251251251－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「主がしもべに最もお近付きになられるのは真夜中の終わりである。だからその時間にアッラーを念唱することができるのなら、そうしなさい。」 

252252252252－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「しもべが彼の主に最も近付くのは、彼がサジダ（平伏礼）している時である。だからその時にドアーを沢山しなさい。」 

252525253333－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「実に私の心は怠慢に襲われる①。そして私は一日 100回アッラーに赦しを求めるのだ。」 
130130130130．．．．タスビーフタスビーフタスビーフタスビーフ、、、、タハミードタハミードタハミードタハミード②、、、、タハリールタハリールタハリールタハリール、、、、 タクビールタクビールタクビールタクビールのののの徳徳徳徳 

��i−II �Z �1 	Q �̀ �5 �� �'� ��� �̀ 	a �bSS  �  
                                         ① 訳者注：預言者ムハンマド（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は非常に多くのズィクルやイバーダ（諸々の崇拝行為）などを自らに課し、またそこにおいて常日頃から厳しく自己監視していました。そこでそれらを不注意などから怠ってしまった場合には、それを自らの基準において罪と見なしました。 ② 訳者注：「タハミード」とは、「アルハムドゥリッラー（全ての賞賛はアッラーにこそあれ）」と念唱することです。 
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スブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒ    ワワワワ    ビハムディヒビハムディヒビハムディヒビハムディヒ。（。（。（。（××××100100100100））））    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「一日 100回『アッラーよ、あなたに賞賛と讃美あれ。』と唱えた者は、例え彼の過ちが海の泡の数ほどあったとしても、それを赦されるであろう。」 

���−II 3T �� �U �, �( �V �� �1 	Q�R� �K �! �� �>	D�X� �K �! , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L 
 [�� �1 �\ ]̂ 	 �_� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。ラフルムルクラフルムルクラフルムルクラフルムルク    ワワワワ    ラフルハムラフルハムラフルハムラフルハムドゥドゥドゥドゥ    ワワワワ    フワフワフワフワ    アラーアラーアラーアラー    クッリクッリクッリクッリ    シャイインシャイインシャイインシャイイン    カカカカディールディールディールディール。。。。（（（（××××10101010））））    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「『唯一のアッラー以外に真に崇拝すべきものはなく、かれに並ぶ何ものもいません。主権はかれに属し讃美もかれに属します。かれは全てにおいて全能です。』と 10 回言った者は、4 人のイスマーイールの子ら①を解放したようなものだ。」 

���−II ��*�+ �M!� �'� ��� �̀ 	a �b �Z �1 	Q �̀ �5 �� �'� ��� �̀ 	a �b� SS スブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒスブハーナッラーヒ    ワワワワ    ビビビビ    ハムディヒハムディヒハムディヒハムディヒ。。。。スブハスブハスブハスブハ
                                         ① 訳者注：イスマーイールの子孫であるアラブの 4人の奴隷のこと。 



 172

ーナッラーヒルアズィームーナッラーヒルアズィームーナッラーヒルアズィームーナッラーヒルアズィーム。。。。  預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「舌には軽いが善行の秤においては重く、慈悲深きお方がお悦びになられる 2つの言葉は、『アッラーを称え感謝し、偉大なるアッラーを称えます。』である。」 

���−II � �c 	��� �'� �� , �'� L �K!L  �� , �' �1 	Q�R� �� , �'� ��� �̀ 	a �b� SS スブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラー。。。。ワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラー。。。。ワワワワ    ララララーーーー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー。。。。ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アクバアクバアクバアクバルルルル。。。。    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「『アッラーよ、あなたに賞賛と讃美あれ。アッラー以外に真に崇拝すべきものはなし。アッラーは偉大なり。』と言うことは、私にとって太陽の下にあるもの全てよりも愛すべきものだ。」 

258258258258－－－－預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「『毎日千の善行を積むことの出来ない者がいようか？』するとそこに座っていたある者が訊ねた。『どうやって千もの善行を積むことが出来るのですか？』 預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。『100回タスビーフ（「スブハーナッラー」
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という言葉）を言えば千の善行が書き留められるか、あるいは千の過ちが放免される。』」 

���−II �5 �� ��*�+ �M!� �'� ��� �̀ 	a �b �Z �1 	Q �̀ SS �  スブハーナッラーヒルアズィーミスブハーナッラーヒルアズィーミスブハーナッラーヒルアズィーミスブハーナッラーヒルアズィーミ    ワワワワ    ビハムディビハムディビハムディビハムディヒヒヒヒ。。。。    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「『偉大なるアッラーを称えます。アッラーに賞賛あれ。』と言った者は、天国に彼のためのナツメヤシの木が植えられる。」 

���−II�'��5 L �.  ( �\  �� �6 	( �N � SS ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビビビビッラーッラーッラーッラー。。。。    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「『アブドゥッラー ブン カイス、お前に天国で最も素晴らしい財宝を教えてやろうか？』私は言った。『はい、アッラーの使徒よ。』預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。『至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもありません。』と唱えることだ。」 

��G−II � �c 	��� �'� �� , �'� L �K!L  �� , �' �1 	Q�R� �� , �'� ��� �̀ 	a �bSS � スブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラー。。。。ワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラー。。。。ワワワワ    ララララ
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ーーーー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー。。。。ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アクバアクバアクバアクバルルルル。。。。    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）は言った。「アッラーが最も好まれる言葉は 4つあり、それらは『アッラーに称えあれ、全ての讃美はアッラーにあり、アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し、アッラーは偉大なり』である。そしてそれらのどれから始めても害は無い。」 

���−II ,$�%�& �� �' �1 	Q�R� �� , $�%�a �� � �c 	��� �'� , �K �! �>� � �Y  �Z �1 	N �� �'� L �K!L 
 	( �N  , �C��X� �M!� 3e �B �'� ��� �̀ 	a �b ��*�
�R� �t� �t �M!� �'��5 L �.  ( �\  �� �6� SS ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフイッラッラーフ    ワハダフワハダフワハダフワハダフ    ラーラーラーラー    シャリーカシャリーカシャリーカシャリーカ    ラフラフラフラフ。。。。アッラーフアッラーフアッラーフアッラーフ    アクバルアクバルアクバルアクバル    カビーカビーカビーカビーラーラーラーラー。。。。ワルハムドゥリッラーヒワルハムドゥリッラーヒワルハムドゥリッラーヒワルハムドゥリッラーヒ    カスィーラーカスィーラーカスィーラーカスィーラー。。。。ススススブハーナッラーヒブハーナッラーヒブハーナッラーヒブハーナッラーヒ    ラッビルアーラミーンラッビルアーラミーンラッビルアーラミーンラッビルアーラミーン。。。。ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッラーイッラーイッラーイッラー    ビッラービッラービッラービッラーヒルアズィーズィルハキームヒルアズィーズィルハキームヒルアズィーズィルハキームヒルアズィーズィルハキーム。。。。    「ベドウィンのある者がアッラーの使徒（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）のもとにやって来て言った。『私が言うべき言葉を教えて下さい。』預言者は言った。『《彼に並ぶ者無き唯一のお方アッラー以外に真に崇拝すべきものは無い。アッラーは本当に偉大で
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ある。アッラーに限りない感謝をします。全世界の主アッラーに称えあれ。至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもありません。》と言え。』 

II  � �8 D!� h�� 	\ �� 	B� �� �� �1 	V� �� , h��	 �� 	B� �� , �� 	� �� 	d�� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー、、、、ワルハムニーワルハムニーワルハムニーワルハムニー、、、、ワワワワハディニーハディニーハディニーハディニー、、、、ワルズクニーワルズクニーワルズクニーワルズクニー。。。。    その男は言った。『それらは私の主のための言葉です。私自身のためには何を言うべきでしょうか？』預言者は言った。『《アッラーよ、私を御赦し下さい、私にお慈悲をおかけ下さい、私をお導き下さい、私にお恵みを与えて下さい。》と言え。』」 

��g−II  � �8 D!� h�� 	\ �� 	B� �� h����� �, �� �� �1 	V� �� , h��	 �� 	B� ��, �� 	� �� 	d�� SS アッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィルアッラーフンマグフィル    リーリーリーリー。。。。ワルハムニーワルハムニーワルハムニーワルハムニー。。。。ワワワワハディニーハディニーハディニーハディニー。。。。ワワワワ    アーフィニーアーフィニーアーフィニーアーフィニー。。。。ワルズクニーワルズクニーワルズクニーワルズクニー。。。。    預言者（彼にアッラーからの祝福と平安あれ）はある者が入信すると、彼に礼拝を教え、それからこれらの言葉で祈願することを命じた。「アッラーよ、私を御赦し下さい、私に慈悲をおかけ下さい、私をお導き下さい、私をお守り下さい、私に恵みを与えて下さい。」 
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��i− II �' �1 	Q�R� SS,  II �'� L �K!L  SS� アルハムドゥリッラーアルハムドゥリッラーアルハムドゥリッラーアルハムドゥリッラー。。。。    ラーラーラーラー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー。。。。    「最も良いドアーは『アッラーに称えあれ。』で、最も良いズィクルは『アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。』である。」 

���− II �1 	Q�R� �� , �'� ��� �̀ 	a �b �6 	(4 �N  �� , � �c4 	��� '� �� , �'� L �K4!L  �� , �'
�'��5 L �.  ( �\  �� SS� スブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラースブハーナッラー。。。。ワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラーワルハムドゥリッラー。。。。ワワワワ    ララララーーーー    イラーハイラーハイラーハイラーハ    イッラッラーイッラッラーイッラッラーイッラッラー。。。。ワッラーフワッラーフワッラーフワッラーフ    アクバアクバアクバアクバルルルル。。。。ワワワワ    ラーラーラーラー    ハウラハウラハウラハウラ    ワワワワ    ラーラーラーラー    クウワタクウワタクウワタクウワタ    イッイッイッイッラーラーラーラー    ビッラービッラービッラービッラー。。。。    「来世に残る報奨高い行いとは、『アッラーに称えあれ。全ての賞賛はアッラーにあり。アッラー以外に真に崇拝すべきものは無し。アッラーは偉大なり。至高至大のアッラーの他にいかなる威力も強大なるものもなし。』という言葉である。」 

131131131131．．．．預言者預言者預言者預言者（（（（彼彼彼彼にアッラーからのにアッラーからのにアッラーからのにアッラーからの祝祝祝祝福福福福とととと平平平平安安安安あれあれあれあれ））））ののののタスビーフタスビーフタスビーフタスビーフのののの仕方仕方仕方仕方 

266266266266－アブドゥッラー ブン アムル（彼らにアッラーのご満悦あれ）は言った。「私は預言者（彼にアッラ
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ーからの祝福と平安あれ）が、彼の右手でタスビーフを数える①のを見た。」 
132132132132．．．．善行善行善行善行とととと礼礼礼礼儀儀儀儀のののの集大成集大成集大成集大成からからからから    

267267267267－－－－「夜の帳が下りたら、あなた方の子供たちを家に入れるのだ。シャイターンたちはその時に散開するのであるから。そして暫くたったら彼らを放っておくのだ。そして扉を閉め、アッラーの御名を唱えよ。シャイターンは閉じられた扉を開けることはないのだ。また水入れの袋を縛り、アッラーの御名を唱えよ。そして何かを上に置くだけでも良いからあなた方の器を覆い、アッラーの御名を唱えるのだ。そして明かりを消しなさい。」 
 

 

 私私私私たちのたちのたちのたちの預言者預言者預言者預言者ムハンマドとそのムハンマドとそのムハンマドとそのムハンマドとその系譜系譜系譜系譜、、、、そのそのそのその教友全教友全教友全教友全てにアッラーのてにアッラーのてにアッラーのてにアッラーの祝福祝福祝福祝福とととと平安平安平安平安がありますようがありますようがありますようがありますよう。。。。    
    

                                         ① 訳者注：本書 169頁にあるような特定の回数のズィクルをする場合、右手の指を使って回数を数えるのが推奨された行為です。 
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22222222－－－－タシャッフドタシャッフドタシャッフドタシャッフド（（（（信仰告白信仰告白信仰告白信仰告白））））・・・・・ ・・・٥٠ 

23232323－－－－タシャッフドタシャッフドタシャッフドタシャッフド後後後後のののの預言者預言者預言者預言者（（（（アッラーよアッラーよアッラーよアッラーよ彼彼彼彼にににに平安平安平安平安をををを与与与与えたまええたまええたまええたまえ））））へのへのへのへの祈願祈願祈願祈願・・・・・・・・・・・・・٥١    
24242424－－－－サラームのサラームのサラームのサラームの前前前前のののの最後最後最後最後のタシャッフドのタシャッフドのタシャッフドのタシャッフド後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー・٥٣    
25252525－－－－礼拝礼拝礼拝礼拝のサラームのサラームのサラームのサラーム後後後後のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル・・・・・・・・٦١    
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29292929－－－－夜夜夜夜にににに寝返寝返寝返寝返りをりをりをりを打打打打ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・١٠٠    
30303030－－－－睡眠時睡眠時睡眠時睡眠時のののの恐怖恐怖恐怖恐怖やややや寂寂寂寂しさをしさをしさをしさを感感感感じたじたじたじた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・١٠٠    
31313131－－－－悪夢悪夢悪夢悪夢をををを見見見見たたたた時時時時にすることにすることにすることにすること・・・・・・・・・١٠١    
32323232－－－－ウィトルのウィトルのウィトルのウィトルの礼拝時礼拝時礼拝時礼拝時のクヌートのドアーのクヌートのドアーのクヌートのドアーのクヌートのドアー・・・١٠١    
33333333－－－－ウィトルのウィトルのウィトルのウィトルの礼拝礼拝礼拝礼拝のサラームのサラームのサラームのサラーム後後後後のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル・・١٠٤    



 182
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46464646－－－－望望望望まないことやまないことやまないことやまないことや止止止止むをむをむをむを得得得得ないことがないことがないことがないことが起起起起こったこったこったこった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・・・・・・١١٥    
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48484848－－－－子供子供子供子供のためののためののためののための魔魔魔魔よけよけよけよけ・・・・・・・・・・・١١٧    
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55555555－－－－死人死人死人死人のためにのためにのためにのために祈祈祈祈るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・١٢٢    
56565656－－－－亡亡亡亡くなったくなったくなったくなった子供子供子供子供のためにのためにのためにのために祈祈祈祈るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・١٢٦    
57575757－－－－弔問弔問弔問弔問のののの際際際際のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・١٢٨    
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58585858－－－－遺体埋遺体埋遺体埋遺体埋葬葬葬葬時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・١٢٩    
59595959－－－－遺体埋遺体埋遺体埋遺体埋葬葬葬葬後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・١٢٩    
60606060－－－－墓地墓地墓地墓地をををを訪訪訪訪問問問問したしたしたした際際際際のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・١٣٠    
61616161－－－－風風風風がががが吹吹吹吹いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・١٣٠    
62626262－－－－雷鳴雷鳴雷鳴雷鳴のののの時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・١٣١    
63636363－－－－雨乞雨乞雨乞雨乞いのドアーよりいのドアーよりいのドアーよりいのドアーより・・・・・・・・・・・١٣٢    
64646464－－－－雨雨雨雨がががが降降降降ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・١٣٣    
65656565－－－－雨雨雨雨がががが降降降降ったったったった後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・١٣٣    
66666666－－－－雨雨雨雨がががが止止止止んんんんでででで欲欲欲欲しいしいしいしい時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・١٣٣    
67676767－－－－三日月三日月三日月三日月をををを見見見見たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・١٣٤    
68686868－－－－イフタールイフタールイフタールイフタール（（（（断断断断食明食明食明食明けのけのけのけの食食食食事時事時事時事時のドアのドアのドアのドア    ーーーー・・١٣٤    
69696969－－－－食食食食前前前前のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・・・١٣٥    
70707070－－－－食食食食後後後後のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・・・١٣٦    
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71717171－－－－食食食食事事事事をををを振振振振るるるる舞舞舞舞ったったったった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・١٣٧    
72727272－－－－飲飲飲飲みみみみ物物物物をををを与与与与ええええるるるる者者者者、、、、それをそれをそれをそれを行行行行おうとするおうとするおうとするおうとする者者者者へのへのへのへのドアドアドアドア    ーーーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・١٣٧    
73737373－－－－イフタールをイフタールをイフタールをイフタールを施施施施したしたしたした者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・١٣٨    
74747474－－－－サウムサウムサウムサウム中中中中にににに食食食食事事事事をををを出出出出されたされたされたされた場場場場合合合合のドアーのドアーのドアーのドアー・・١٣٨    
75757575－－－－喧嘩喧嘩喧嘩喧嘩をけしかけられたをけしかけられたをけしかけられたをけしかけられた時時時時にサーイムがにサーイムがにサーイムがにサーイムが言言言言うことうことうことうこと・١٣٨    
76767676－－－－植植植植物物物物にににに実実実実がががが付付付付きききき始始始始めたのをめたのをめたのをめたのを見見見見たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・١٣٩    
77777777－－－－くしくしくしくしゃゃゃゃみをしたみをしたみをしたみをした時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・١٣٩    
78787878－－－－ムスリムでないムスリムでないムスリムでないムスリムでない者者者者がくしがくしがくしがくしゃゃゃゃみをしみをしみをしみをし、、、、アッラーをアッラーをアッラーをアッラーを讃讃讃讃ええええたたたた時時時時にににに彼彼彼彼にににに言言言言うことうことうことうこと・・・・・・・・・・・١٤٠    
79797979－－－－結婚結婚結婚結婚するするするする者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・・・・・١٤٠    
80808080－－－－結婚結婚結婚結婚するするするする者者者者、、、、及及及及びびびび家家家家畜畜畜畜をををを買買買買うううう時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・١٤١    
81818181－－－－床床床床入入入入りりりり前前前前のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・141141141141    



 186

82828282－－－－怒怒怒怒ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・١٤٢    
83838383－－－－災難災難災難災難にににに遭遭遭遭ったったったった者者者者をををを見見見見たたたた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・142142142142    

84848484－－－－集集集集まりにおいてまりにおいてまりにおいてまりにおいて言言言言うドアーうドアーうドアーうドアー・・・・・・・・١٤٣    
85858585－－－－集集集集まりのまりのまりのまりの解散解散解散解散にににに際際際際してのドアーしてのドアーしてのドアーしてのドアー・・・・・・١٤٣    
86868686－「－「－「－「アッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたを赦赦赦赦してしてしてして下下下下さりますようさりますようさりますようさりますようにににに」」」」とととと言言言言ったったったった者者者者へのへのへのへの言葉言葉言葉言葉・・・・・・・・・・・١٤٣    
87878787－－－－あなたにあなたにあなたにあなたに善善善善いことをしたいことをしたいことをしたいことをした者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・١٤٤    
88888888－－－－偽偽偽偽メメメメシアからのシアからのシアからのシアからの護身護身護身護身・・・・・・・・・・・١٤٤    
89898989－「－「－「－「私私私私はアッラーはアッラーはアッラーはアッラーゆえゆえゆえゆえにあなたをにあなたをにあなたをにあなたを愛愛愛愛しますしますしますします」」」」とととと言言言言ったったったった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・・・・・・・・・١٤٤ 

90909090－－－－あなたにあなたにあなたにあなたに財財財財をををを施施施施ししししたたたた者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・١٤٤    
91919191－－－－借金借金借金借金返返返返済済済済時時時時のののの債権債権債権債権者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・١٤٥    
92929292－－－－不信仰不信仰不信仰不信仰にににに恐怖恐怖恐怖恐怖をををを抱抱抱抱いたいたいたいた時時時時のドアのドアのドアのドア・・・・・・١٤٥    
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93939393－「－「－「－「アッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたをアッラーがあなたを祝祝祝祝福福福福してしてしてして下下下下さいますよさいますよさいますよさいますようううう」」」」とととと言言言言ったったったった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・・・・・١٤٦ 

94949494－－－－ティヤラにティヤラにティヤラにティヤラに対対対対するするするする嫌嫌嫌嫌悪悪悪悪のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・١٤٦ 

95959595－－－－乗乗乗乗りりりり物物物物にににに乗乗乗乗るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・١٤٦    
96969696－－－－旅旅旅旅立立立立ちちちちのドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・・・・١٤٨    
97979797－－－－村村村村やややや町町町町にににに入入入入るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・١٥٠    
98989898－－－－市場市場市場市場にににに入入入入るるるる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・・١٥١    
99999999－－－－乗乗乗乗りりりり物物物物のののの調調調調子子子子がががが悪悪悪悪いいいい時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・151151151151    

100100100100－－－－旅旅旅旅人人人人のののの居住居住居住居住者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・・・١٥٢    
101101101101－－－－居住居住居住居住者者者者のののの旅旅旅旅人人人人へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・・・・・・152152152152    

102102102102－－－－旅旅旅旅のののの道中道中道中道中におけるタクビールとタスビーフにおけるタクビールとタスビーフにおけるタクビールとタスビーフにおけるタクビールとタスビーフ・١٥٣    
103103103103－－－－サハルサハルサハルサハル時時時時（（（（夜夜夜夜明明明明けけけけ前前前前））））のののの旅旅旅旅人人人人のドアーのドアーのドアーのドアー・・・153153153153    

104104104104－－－－旅旅旅旅においてにおいてにおいてにおいて他他他他のののの家家家家やややや場所場所場所場所にににに泊泊泊泊まるまるまるまる時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・١٥٤    



 188

105105105105－－－－旅旅旅旅からからからから戻戻戻戻ったったったった時時時時のズィクルのズィクルのズィクルのズィクル・・・・・・・154154154154    

106106106106－－－－嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい事事事事やややや嫌嫌嫌嫌なななな事事事事があったがあったがあったがあった時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと・١٥٥    
107107107107－－－－預言者預言者預言者預言者((((彼彼彼彼にアッラーからのにアッラーからのにアッラーからのにアッラーからの祝福祝福祝福祝福とととと平安平安平安平安あれあれあれあれ))))のたのたのたのためにめにめにめに祈願祈願祈願祈願することのすることのすることのすることの徳徳徳徳・・・・・・・・・・・・155155155155    

108108108108－－－－サラームサラームサラームサラーム（（（（挨拶挨拶挨拶挨拶））））をををを広広広広めることめることめることめること・・・・・151515157777    
109109109109－－－－不信仰者不信仰者不信仰者不信仰者がががが挨拶挨拶挨拶挨拶したしたしたした時時時時のののの返事返事返事返事・・・・・・158158158158    

110110110110－－－－ニワトリとニワトリとニワトリとニワトリとロロロロバのバのバのバの鳴鳴鳴鳴きききき声声声声をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・158158158158    
111111111111－－－－夜夜夜夜、、、、犬犬犬犬のののの吠吠吠吠ええええるるるる声声声声をををを聞聞聞聞いたいたいたいた時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・158158158158    

112112112112－－－－悪悪悪悪口口口口をををを言言言言ってしまったってしまったってしまったってしまった者者者者へのドアーへのドアーへのドアーへのドアー・・・158158158158    

113113113113－－－－誰誰誰誰かかかか他他他他のムスリムをのムスリムをのムスリムをのムスリムを褒褒褒褒めるめるめるめる時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと・159159159159    

114114114114－－－－誰誰誰誰かにかにかにかに誉誉誉誉められためられためられためられた時時時時にムスリムがにムスリムがにムスリムがにムスリムが言言言言うことうことうことうこと・159159159159    
115115115115－－－－ハッジ・ウムラハッジ・ウムラハッジ・ウムラハッジ・ウムラ中中中中のタルビヤののタルビヤののタルビヤののタルビヤの仕方仕方仕方仕方・・・161616160000    
116116116116－－－－黒石黒石黒石黒石のあるのあるのあるのある柱柱柱柱にににに来来来来たたたた時時時時のタクビールのタクビールのタクビールのタクビール・・・・161161161161    
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117117117117－－－－イイイイエメエメエメエメンンンン柱柱柱柱とととと黒石黒石黒石黒石のあるのあるのあるのある柱柱柱柱のののの間間間間のドアーのドアーのドアーのドアー・161161161161    

118118118118－－－－サファサファサファサファーとマルワのーとマルワのーとマルワのーとマルワの丘丘丘丘にににに立立立立ったったったった時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・162162162162    
119119119119－－－－アラファのアラファのアラファのアラファの日日日日のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・・164164164164    

120120120120－－－－ムズダリファにおけるズィクルムズダリファにおけるズィクルムズダリファにおけるズィクルムズダリファにおけるズィクル・・・・・164164164164    

121121121121－－－－ジャマラートのジャマラートのジャマラートのジャマラートの投石投石投石投石のののの際際際際のタクビールのタクビールのタクビールのタクビール・・165165165165    

122122122122－－－－驚嘆驚嘆驚嘆驚嘆やややや嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい時時時時のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・・・・・165165165165    

123123123123－－－－嬉嬉嬉嬉しいしいしいしい事事事事がががが起起起起こったこったこったこった者者者者がすることがすることがすることがすること・・・・166166166166    

124124124124－－－－体体体体にににに痛痛痛痛みをみをみをみを感感感感じたじたじたじた者者者者がががが言言言言うことうことうことうこと・・・・・166166166166    

125125125125－－－－邪視邪視邪視邪視によるによるによるによる災難災難災難災難をををを恐恐恐恐れるれるれるれる者者者者のドアーのドアーのドアーのドアー・・・・167167167167    

126126126126－－－－恐怖恐怖恐怖恐怖にににに見舞見舞見舞見舞われたわれたわれたわれた時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと・・・・・167167167167    

127127127127－－－－屠殺屠殺屠殺屠殺時時時時にににに言言言言うことうことうことうこと・・・・・・・・・・・167167167167    

128128128128－－－－悪魔悪魔悪魔悪魔たたたたちちちちのののの策略策略策略策略をををを阻阻阻阻止止止止するドアするドアするドアするドアーーーー・・・・168168168168    

129129129129－－－－罪罪罪罪のののの赦赦赦赦しをしをしをしを乞乞乞乞いいいい、、、、悔悟悔悟悔悟悔悟することすることすることすること・・・・・169169169169    
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130130130130－－－－タスビーフタスビーフタスビーフタスビーフ、、、、タハミードタハミードタハミードタハミード、、、、タハリールタハリールタハリールタハリール、、、、タクタクタクタクビールのビールのビールのビールの徳徳徳徳・・・・・・・・・・・・・・・・・170170170170    

131131131131－－－－預言者預言者預言者預言者（（（（彼彼彼彼にアッラーからのにアッラーからのにアッラーからのにアッラーからの祝福祝福祝福祝福とととと平安平安平安平安あれあれあれあれ））））ののののタスビーフのタスビーフのタスビーフのタスビーフの仕方仕方仕方仕方・・・・・・・・・・・・・・176176176176    

132132132132－－－－善行善行善行善行とととと礼礼礼礼儀儀儀儀のののの集大成集大成集大成集大成からからからから・・・・・・・・177177177177    目次目次目次目次・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・179179179179 

    


