
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビスミッラー。ワルハムドゥ リッラー。 

スブハーナッラズィー サッハラ ラナー 

ハーザー ワ マー クンナー ラフ ム

クリニーン ワ インナー イラー ラッ

ビナー ラムンカリブーン。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。アッラーフ アクバル。

アッラーフ アクバル。アッラーフ アクバ

ル。スブハーナカッラーフンマ インニー 

ザラムトゥ ナフスィー ファグフィル 

リー。ファインナフ ラー ヤグフィルッズ

ヌーバ イッラー アンタ。 

 

َر  بِْسِم هللاِ ، َوالَحْمدُ للِ  ُسْبَحاَن الِذي َسخَّ

ُمقِْرنِيَن*َوِإنَّا إِلَى َرب ِنَا لَنَا َهذَا َوَما ُكنَّا لَهُ 

الَحْمدُ للِ ، الَحْمدُ للِ ، الَحْمدُ للِ ،  لَُمْنقَِلبُونَ 

هللاُ أَْكبَُر ، هللاُ أَْكبَُر ، ُسْبَحانََك  هللاُ أَْكبَُر،

اللَُّهمَّ إِن ِي َظلَْمُت نَْفِسي فَاْغِفْر ِلي ، فَإِنَّهُ ال 

.يَْغِفُر الذُّنُوَب إال أَْنتَ   

Name: 

Dua for Riding a Vehicle のりものにのるときのドゥアー 



 

ِري نُوراً ، َوِمْن فَْوقِي نُوراً ، َوِمْن تَْح ِي اللَُّهمَّ اْجعَل فِي قَْلبِي  ْمِعي نُوراً  َوفِي بَرَََ انِي نُوراً ، َوفِي سََ نُوراً ، َوفِي ِلسََ

أَْعِظم ي نُوراً ، وَ نُوراً ، َوَعْن يَِمينِي نُوراً ، َوَعْن ِشَماِلي نُوراً ، َوِمْن أََماِمي نُوراً ، َوِمْن َخلِفي نُوراً ، َواْجعَل فِي نَْفسِ 

بِ  ي نُوراً ، َوفِي ِلي نُوراً ، َوَعِظم ِلي نُوراً ، َواْجعَل ِلي نُوراً ، َواْجعَلنِي نُُوراً ، اللَُّهمَّ أَْعِطني نُوراً ، َواْجعَل فِي َعرَََََ

ِري نُوراً  اللَُّهمَّ اْجعَل ِلي  ََََََ ْعِري نُوراً ، َوفِي بَ  نُوراً فِي قَْبِري .. َونُوراً فِي لَْحِمي نُوراً ، َوفِي دَِمي نُوراً ، َوفِي شََََََ

 ِعَظاِمي َوِزدْنِي نُوراً ، َو ِزدْنِي نُوراً ، َوِزدْنِي نُوراً  َوَهْب ِلي نُوراً َعلَى نٍُور . 

 
アッラーフンマジュアル フィー カルビー ヌーラン、ワ フィー リサーニー ヌーラン、ワ フィー サムイー  

ヌーラン、ワ フィー バサリー ヌーラン、ワ ミン ファウキー ヌーラン、ワ ミン タハティー ヌーラン、 

ワ アン ヤミーニー ヌーラン、ワ アン シマーリー ヌーラン、ワ ミン アマーミー ヌーラン、ワ ミン  

ハルフィー ヌーラン、ワジュアル フィー ナフスィー ヌーラン、ワ アァズィム リー ヌーラン、ワ アッズィ

ム リー ヌーラン、ワジュアル リー ヌーラン、ワジュアルニー ヌーラー。アッラーフンマ アァティニー  

ヌーラン、ワジュアル フィー アサビー ヌーラン、ワ フィー ラハミー ヌーラン、ワ フィー ダミー  

ヌーラン、ワ フィー シャアリー ヌーラン、ワ フィー バシャリー ヌーラー。アッラーフンマジュアル  

リー ヌーラン フィー カブリー・・・ワ ヌーラン フィー イザーミー。ワ ズィドゥニー  

ヌーラン、ワ ズィドゥニー ヌーラン、ワ ズィドニー ヌーラー。 

ワ ハブ リー ヌーラン アラー ヌール。 

 

Dua for Going to the Masjid マスジドにいくときのドゥアー 


