
	 	 	 	 	 	 	 

慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名によって 	 

れいはいのあとのズィクル（となえることば） 	 
	 

	 ااهللاَ فِررُ�غ�أأسْت 
�ررَاامم�ووااإلك �للاالجَال اا�ذذ يیَا �تت�بَاررَك�ت ٬،ممُ�االسَّال ككَ�ووَمِن ٬،ممُ�الـاالسَّ �تتـ�أأن االلَّهھُممَّ   

◆アスタグフィルッラー×3	 かい「アッラーよ、わたしをゆるしてください。」	 

	 アッラーフンマ	 アンタッサラーム、ワ	 ミンカッサラーム、	 

タバーラクタ	 ヤー	 ザルジャラーリ	 ワルイクラーム。	 

「アッラーよ、あなたこそが平安（へいあん）の主（しゅ）で、平安（へいあん）は 	 

あなたからのものです。崇高（すうこう）さと栄誉（えいよ）の主（しゅ）にたたえあれ」 	 

	 

((ُسْبَحانَن ِهللا ٬، وَواالَحْمدُد 2ِ ٬، وَوهللاُ أأَْكَبرُر(ثالثاً وَوثالِثيینَن)  	 
دِديیرٌر)) ال إإلهَھ إإال هللاُ وَوْحدَدههُ ال َشرِريیكَك َلهُھ ٬، َلهُھ االُمْلكُك وَوَلهُھ االَحْمدُد ٬، وَوهھھُھوَو َعَلى ُكللِّ َشْيٍء قَ   

◆スブハーナッラー×33（アッラーはすばらしい）、アルハムドゥ	 リッラー×33（アッラー

ありがとう）、アッラーフ	 アクバル×33（アッラーはいちばんおおきい）。	 

ラー	 イラーハ	 イッラッラーフ	 ワハダフー	 ラー	 シャリーカ	 ラフ、ラフ

ルムルク	 ワ	 ラフルハムドゥ	 ワ	 フワ	 アラー	 クッリ	 シャイインー	 

カディール。	 

「おひとりで、だれもアッラーのような方（かた）はいません。	 

アッラー以外（いがい）に本当（ほんとう）に	 おがむものはありません。すべてのものはアッラー

のもので、すべてのすばらしいことはアッラーのおかげです。そしてアッラーは、なんでもできます。」	 	 	 

	 

◆アウーズ	 ビッラーヒ	 ミナッ	 シャイターニッ	 ラジーム	 

「アッラーにシャイターンから	 まもってくれるよう、おねがいします。」	 

夜★彡ビスミッラーヒッ	 ラハマーニッ	 ラヒーム	 

『クル	 フワッラーフ	 アハドゥ	 ＊	 アッラーフ	 ッサマドゥ	 ＊	 

ラム	 ヤリドゥ	 ワ	 ラム	 ユーラドゥ	 ＊ワ	 ラム	 ヤクッラフー	 クフワン	 アハド

ゥ	 』	 

	 

夜★彡ビスミッラーヒッ	 ラハマーニッ	 ラヒーム	 

『クル	 アウーズ	 ビラッビ	 ルファラク＊	 ミンー	 シャッリ	 マー	 

ハラク＊	 ワ	 ミンー	 シャッリ	 ガースィキン	 イザー	 ワカブ	 ＊	 

ワ	 ミンー	 シャッリンー	 ナッファーサーティ	 フィルウカドゥ	 ＊	 

ワ	 ミン-	 シャッリ	 ハースィディン	 イザー	 ハサドゥ』	 

	 

夜★彡ビスミッラーヒッ	 ラハマーニッ	 ラヒーム	 

『クル	 アウーズ	 ビラッビンーナース	 ＊マリキンーナース	 ＊	 

イラーヒン－ナース＊	 ミンー	 シャッリルワスワースィルハンーナース	 ＊	 

アッラズィー	 ユワスウィス	 フィー	 スドゥーリンーナース	 ＊	 

ミナルジンナティ	 ワンナース』	 

	 



	 

	 

◇『言（い）いなさい《かれはアッラー、ただおひとり＊アッラーは、なにもひつようとせず、	 

ごじぶんで生（い）きることができる方（かた）＊	 子どももいないし、おやもいない。	 	 

＊かれにくらべることができるものは何（なに）ものもない。》』【クルアーン	 じゅんせい章 1～4】	 

	 

◇	 『言（い）いなさい《夜明（よあ）けの主（しゅ）にまもってくれるようおねがいます	 

＊かれがつくられる悪（わる）いものから。＊夜（よる）がふけてゆく夜（よる）のくらやみの悪（あ

く）から。＊むすび目（め）に息（いき）をふきこむ女（おんな）たちの悪（あく）から。＊	 また、

ねたむものの	 ねたみの悪（あく）から。》』【クルアーン	 夜明け章（よあけしょう）：1～5	 

	 

◇	 『言（い）いなさい《まもってくれるようおねがいする、人間（にんげん）の主（しゅ）に。＊	 

人間（にんげん）の王（おう）、＊人間（にんげん）がおがむお方（かた）に。＊よくしのびこんで

は	 ささやきかける者（もの）の悪（あく）から。＊それは人間（にんげん）の心（こころ）にささ

やきかける。＊ジンであろうと、人間（にんげん）であろうと。》』【クルアーン人間章（にんげんし

ょう）1～6】	 

	 

	 

	 

アーヤトゥ・ル=クルシー（ぎょくざしょう）	 

 

الَ َتأُْخذُذههُ ِسَنٌة وَوالَ َنوْوممٌ   ﴿ّهللاُ الَ إإَِلـهَھ إإِالَّ هھھُھوَو ااْلَحيُّ ااْلَقيیُّووممُ ◇  
َماوَوااتِت وَوَما ِفي ااألرَْرضِض  َمنن ذَذاا االَّذِذيي يَیْشَفُع ِعْندَدههُ إإِالَّ ِبإذِْذِنهھِ   لَّهُھ َما ِفي االسَّ  

نْن ِعْلِمهِھ إإِالَّ ِبَما َشاءيَیْعَلمُم َما َبيْینَن أأيَْیدِديیهِھمْم وَوَما َخْلَفهُھمْم وَوالَ يُیِحيیطُطوو نَن ِبَشْيٍء مِّ  
َماوَوااتِت وَوااألرَْرضضَ  هُھ االسَّ ااْلَعظِظيیممُ  وَو ااْلَعلِيُّ وَوالَ يَیؤُؤوودُدههُ ِحْفظُظهُھَما وَوهھھھُ   وَوِسَع ُكرْرِسيیُّ  

 
夜★彡『アッラーフ	 ラー	 イラーハ	 イッラー	 フワルハイユルカイユーム。	 

ラー	 タアフズフー	 スィナトゥンー	 ワ	 ラー	 ナウーム。	 

ラフー	 マー	 フィッサマーワーティ	 ワ	 マー	 フィルアルドゥ。	 

マンー	 ザッラズィー	 ヤシュファウ	 インーダフー	 イッラー	 ビイズニヒ。	 

ヤァラム	 マー	 バイナ	 アイディーヒム	 ワ	 マー	 ハルファフム。	 

ワ	 ラー	 ユヒートゥーナ	 ビシャイインー	 ミン	 イルミヒー	 イッラー	 

ビマー	 シャーア。	 ワスィア	 クルスィーユフッサマーワーティ	 ワルアルド

ゥ。	 	 

ワ	 ラー	 ヤウードゥフー	 ヒフズフマー。ワ	 フワルアリーユルアズィーム。』	 

「アッラー、かれ以外（いがい）に本当（ほんとう）におがむものはなく、永遠（えいえん）に生（い）

きて、ご自分（じぶん）の力（ちから）だけで生（い）きられるお方（かた）。	 

すこしねることも、たくさんねることもされない。	 

天（てん）にあり地（ち）にあるすべてのものは、かれのものである。かれのおゆるしなくして、誰

（だれ）がかれのところで	 とりなすことができるだろう。	 

かれは（人々（ひとびと）の）過去（かこ）のこともこれからのことをも知（し）っています。	 

かれのおのぞみになったこと以外（いがい）は、彼（かれ）らはかれの知識（ちしき）について、何

（なに）もしらない。	 

夜★彡このマークは、夜（よる）ねるまえにもいうといいよ♪	 

	 

◇	 このしるしのついた４つのしょうは、よるねるまえにも	 いう

といいよ♪	 

	 

◇	 このしるしのついた４つのしょうは、よるねるまえにも	 いう

といいよ♪	 

	 

	 

◇	 このしるしのついた４つのしょうは、よるねるまえにも	 いう

といいよ♪	 

 



かれの玉座（ぎょくざ）は、すべての天（てん）と地（ち）をおおって広（ひろ）がり、この 2つを

守（まも）って、つかれることもありません。かれはとても高（たか）く、とても大（おお）きくあ

られます。」【クルアーン	 めうし章（しょう）：255】	 


