れいはいご

礼拝後のズィクル

األذكار بعد الصالة

)ًأَ ْست َ ْغ ِف ُر هللاَ (ثَالثا
ت يَا ذَا
َ ار ْك
َّ سال ُم َو ِم ْن َك ال
َّ ت ال
َ اللَّ ُه َّم أ ْن
َ َ تَب،سال ِم
ال َجال ِل َواإل ْك َر ِام
アスタグフィルッラー（×3 回）。
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。
わたし

ゆる

「 私 はアッラーにお赦 しをねがいます（×3 回）。
へいあん

しゅ

へいあん

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
すうこう

えいよ

しゅ

たた

ものです。崇 高 さと栄誉の主 に称 えあれ。」

ُ لَهُ ال ُم ْل ُك َولَه، َُريك لَه
َ ال إلهَ إال هللاُ َو ْحدَهُ ال ش
 اللَّ ُه َّم ال َمانِ َع، دير
ٌ ََىءٍ ق
َ ال َح ْمدُ َو ُه َو
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َ طي
َ  َوال ُم ْع ِط، ْت
ذَا ال َج ِد ِم ْن َك ال َجد
ラー イラーハ イッラッラーフ ワハダフ 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 カディール。アッラーフンマ ラー
マーニア リマー アァタイタ、ワ ラー ムゥティヤ
リマー マナァタ、ワ ラー ヤンファウ ザルジャッディ
ミンカルジャッドゥ。
ゆいいつ
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いがい
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もの

「唯一 でならぶ者 なきお方 、アッラー以外に真 に崇 拝 すべき者 はい
しゅけん

さんび

みもと

ぜんのう

かた

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
あた

きん

もの

きん

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
あた

もの

げんせ

すぐ

きょうぐう

ほかに与 える者 はおりません。（現世における）どんな優 れた 境 遇
みもと

しん

こうふく

えき

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。
」

ُ لَهُ ال ُم ْل ُك َولَه، ُيك لَه
َ ال إلهَ إال هللاُ َو ْحدَهُ ال ش َِر
 ال َح ْو َل َوال، ِير
َ علَى ُك ِل
ٌ ش ْىءٍ قَد
َ ال َح ْمدُ َو ُه َو
ِ قُ َّوةَ إال ِبا
، ُ َوال نَ ْعبُدُ إال ِإيَاه، ُ ال إلهَ إال هللا، هلل
ْ َلَهُ النِ ْع َمةُ َولَهُ الف
َ ال إله، س ُن
َ ض ُل َولَهُ الثَّنَا ُء ال َح
َصينَ لَهُ الدِينَ َولَ ْو َك ِرهَ ال َكافِ ُرون
ِ إال هللاُ ُم ْخ ِل
ラー イラーハ イッラッラーフ ワハダフ 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 シャイン カディール。ラー ハウラ ワ ラー
クウワタ イッラー ビッラー。ラー イラーハ
イッラッラーフ、ワ ラー ナァブドゥ イッラー
イーヤーフ。ラフンニァマトゥ

ワ

ラフルファドゥル

ワラフッサナーウルハサン。ラー イラーハ イッラッラーフ
ムフリスィーナ ラフッディーナ
ワ ラウ 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。」

ِ َس ْب َحان
) َهللا (ثالثا ً َوثالثِين
ُ
ِ ُا َ ْل َح ْمد
) َهلل (ثالثا ً َوثالثِين
) َا َهللُ أَ ْكبَ ُر (ثالثا ً َوثالثِين
ُ لَهُ ال ُم ْل ُك َولَه، ُيك لَه
َ ال إلهَ إال هللاُ َو ْحدَهُ ال ش َِر
ِير
َ علَى ُك ِل
ٌ ش ْيءٍ قَد
َ  َو ُه َو، ُال َح ْمد
スブハーナッラー（×33 回）
アルハムドゥ
アッラーフ

リッラー（×33 回）
アクバル（×33 回）。

ラー イラーハ イッラッラーフ ワハダフ 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 カディール。
「アッラーに称えあれ（33 回）。アッラーにこそ全ての賞賛あれ（33 回）。
アッラーは偉大です（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。
」

〖イフラース章〗
〖ファラク章〗
〖ナース章〗
〖アーヤト・ル・クルシー（玉座節）〗
を読む

れいはい ご

☆マグリブとファジュルの礼拝後☆

ُ لَهُ ال ُم ْل ُك َولَه،ُيك لَه
َ ال إلهَ إال هللاُ َو ْحدَهُ ال ش َِر
ِير
ٌ َيءٍ قَد
َ  َو ُه َو، ُال َح ْمدُ يُ ْحيِي َويُ ِميت
ْ علَى ُك ِل ش
ラー イラーハ イッラッラーフ ワハダフ ラー シャリーカ
ラフ、ラフルムルク ワ ラフルハムドゥ ユフイー ワ
ユミートゥ ワ フワ アラー クッリ シャイイン
カディール。（×10 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。
」

れいはいご

☆ファジュルの礼拝後☆

َ ً  َو ِر ْزقا، ً اللَّ ُه َّم إنِي أَ ْسأَلُ َك ِع ْلما ً نَافِعا
، ً طيِبا
ع َمال ُمتَقَبَال
َ َو
アッラーフンマ
ワ

インニー

アスアルカ

リズカン タイイバー。ワ
ゆうえき

イルマン

アマラン
ちしき

ナーフィアー。

ムタカッバラー。
かて

「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
う

こうい

もと

ーに）受け入れられる行為を求めます。
」
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