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ビスミッラーヒッラフマーニッラヒーム

イスラームのがくしゅうを
はじめましょう！

www.janfoundation.jp
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タアッウズ

アウーズ ビッラーヒ ミナッシャイターニッラジーム
「アッラーよ、のろわれたあくまから、わたしを、まもってください」

これをとなえると、わたしたちは、あくまから、アッラーにまもってもらうことができます。

タスミヤ

ビスミッラーヒッラフマーニッラヒーム
「じひぶかく、じあいふかき、アッラーのみなにおいて」

わたしたちは、なにかをするまえに、いつもこのタスミヤをとなえます。
タスミヤをとなえると、アッラーからなんでもかんたんにできるよう、たすけてもらえます。
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タクビール

アッラーフ　アクバル
「アッラーは、
  もっともいだいです」

わたしたちは、アッラーのいだいさいをみたとき、かんじたときに、
アッラーフ　アクバル　といいます。

タスビーフ
 

スブハーナッラーヒ
「アッラーにえいこうあれ」

わたしたちは、アッラーのつくった、うつくしいもの、すばらしいものをみたときに、
スブハーナッラーといいます。

タフミード
 

アルハムドリッラーヒ
「アッラーにかんしゃします」

わたしたちは、うれしいときや、しょくじがおわったあとに、
かんしゃのきもちで、アルハムドリッラーをとなえます。
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かんしゃのきもちを、つたえるとき

ジャザー カッラーフ ハイラン
「アッラーがあなたに、よいごほうびを、あたえてくれますように」

わたしたちは、だれかに、よいことを、してもらったときに、

このことばで、おれいをいいます。

わるいことを、してしまったとき
 

アスタグフィルッラーフ
「アッラーよ、わたしを、おゆるしください」

わたしたちは、わるいことをしてしまったとき、このことばをいって、
アッラーにゆるしてもらえるように、あやまります。
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れんしゅうもんだい１

アウーズ ビッラーヒ ミナッシャイターニッラジーム

（1）このことばのいみは、なんですか？

（2）どんなときに、となえますか？

ビスミッラーヒッラフマーニッラヒーム

（1）このことばのいみは、なんですか？

（2）どんなときに、となえますか？

アッラーフ アクバル

（1）このことばのいみは、なんですか？

（2）どんなときに、となえますか？



6

れんしゅうもんだい２
いみがあうものを、せんでつなぎましょう。

アッラーフアクバル

・ ・アッラーにえいこうあれ。

スブハーナッラーヒ

・ ・アッラーにしょうさんあれ。

アルハムドゥリラーヒ

・ ・アッラーがあなたによいごほうび
をあたえてくれますように。

ジャザーカッラーフ ハイラン

・ ・アッラーはいだいである。
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カリマ タイイバ

ラーイラーハ イッラッラー ムハンマド ラスールッラー
「アッラーのほかに、すうはいにあたいするものはなく、

ムハンマドは、アッラーのしとである」
イスラームににゅうしんするためには、このことばを、こころからしんじるひつようがあります。

わたしたちは、あさおきたとき、よるねるまえに、このことばをとなえます。

サラワート

サッラッラーフ アライヒ ワサッラム
「よげんしゃムハンマドさまに、アッラーのじひと、

へいあんがありますように」
このことばは、サラワートといいます。わたしたちは、あいするよげんしゃムハンマドさま
（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）のなまえをよんだときは、かならずサラワートをいいます。

アッラーはよげんしゃムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）の
なまえのあとに、サラワートをいいなさい。といわれていました。

べんきょうするまえに
ラッビ ズィドゥニー イルマー
「アッラーよ、わたしたちの、
  　　ちしきをふやしてください」

このことばは、クルアーンをべんきょうしたり、
イスラームのことをべんきょうするまえにいいます。
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れんしゅうもんだい３

ラーイラーハ イッラッラーフ ムハンマド ラスールッラーフ

（1）このことばのいみは、なんですか？

（2）どんなときに、となえますか？

サッラッラーフ アライヒ ワサッラム

（1）このことばのいみは、なんですか？

（2）どんなときに、となえますか？

ラッビ ズィドゥニー イルマー

（1）このことばのいみは、なんですか？

（2）どんなときに、となえますか？
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色をぬりましょう。（カリマ）
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イスラームの
　　しんじょうと

れいはい
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アッラーはただひとり
せかいのものはぜんぶアッラーがつくりました。

アッラーはてんしもつくりました。また、わたしたちもつくりました。
ムスリムになるために、アッラーをたったひとつのかみとしてしんじ、またアッラーだけに
ふくじゅうして、れいはいをするぎむがあります。このことを「タウヒード」といいます。

やま

とり

ほし

ぞう

たいよう

つき

かわ

にんげん

はな

じゅもく
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アッラーはひとりだけです。

(1)アッラーはとてもじひふかいおかたです。かれとおなじちからをもったものは、だれ

もいません。かれはじぶんのちえと、ちしきと、かんぜんなちからで、いつでもわ

たしたちをみています。

アッラーはじぶんでつくったにんげんのことを、とてもあいしています。

　また、わたしたちのおねがいを、なんでもきいてくれます。

　わたしたちがまちがったことをして、つみをつくってしまったばあい、こころから

アッラーにゆるしてもらえるようにあやまれば、アッラーはぜんぶゆるしてくれま

す。

アッラーはわたしたちのことをいつもみており、わたしたちのことばを、いつでも

きいています。

　すべてのできごとが、アッラーのいしでおこります。アッラーはゆいいつのおかた

で、うちゅうのすべてを、アッラーがかんりしているのです。

(2)アッラーはゆいいつのおかたで、うちゅうぜんたいを、かれがひとりでかんりし

ています。よげんしゃイブラヒームさま（かれにへいあんあれ）に、そのじだい

のおうさま、ナムルードおうはいいました。「わたしをかみとみとめなさい」

すると、よげんしゃイブラヒームさま（かれにへいあんあれ）はこたえました。

わたしのかみさまは、たいように、ひがしからのぼるようにめいれいしています。

あなたがかみであれば、たいようを、にしからのぼらせてください。

ナムルードおうは、なにもこたえることが、できませんでした。
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れんしゅうもんだい４
（1）タウヒードとはなんのことですか？

（2）アッラーは、わたしたちを、どういうときに、ゆるしてくれますか？

（3）アッラーがおつくりになったいのちがあるものと、いのちがないものを
2つなまえをかきましょう。

いのちがあるもの　1： 2：

いのちがないもの　1： 2：

（4）アッラーがおつくりになった4つのものをかいて、いろをぬりましょう。
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れんしゅうもんだい５
(1)あいているばしょに、ただしいことばをいれましょう。

1：アッラーは、とても __________ おかたです。

2：_________ は、わたしたちの、おねがいをきいてくれます。

3：アッラーは、じぶんの __________ で、どこでもそんざいしています。

4：アッラーはわたしたちのすべての __________ をきいてくれます。

5：アッラーは、わたしたちを __________ のです。

(2)みぎと、ひだりのことばをあわせて、せんでつなぎましょう。

わたしたちは、
アッラーに ・ ・

せかいの
すべてのものは、 ・ ・

アッラーは ・ ・

アッラーは
わたしたちの ・ ・

だれもアッラーを ・ ・

アッラーが
おつくりになりました。

うんだことはない。

すべてのことを、みてい
ます。

おいのりを
するべきです。

わたしたちを
おつくりになりました。
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れんしゅうもんだい６
（1）しゃしんをみて、ぶんしょうをかんせいさせましょう。

アッラーは、 ＿＿＿＿＿＿  と  ＿＿＿＿＿＿ をおつくりになりました。

アッラーは、 ＿＿＿＿＿＿  と  ＿＿＿＿＿＿ をおつくりになりました。

アッラーは、 ＿＿＿＿＿＿  と  ＿＿＿＿＿＿ をおつくりになりました。
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いろをぬりましょう。
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わたしたちの、あいするよげんしゃさま

アッラーは、じんるいのみちびきのために、たくさんのよげんしゃと、みつかいをおくり
ました。かれらは、にんげんにアッラーからの、メッセージをとどけました。また、よい
じんせいをおくるために、どんなみちが、ただしいみちなのか、また、どんなみちが、ま
ちがっているみちなのかをおしえてくれました。

アーダムさま（かれにへいあんあれ）が、じんるいのみちびきのために、おくられた、い
ちばんさいしょのよげんしゃでした。また、ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へい
あんあれ）が、いちばんさいごのよげんしゃでした。

ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）が、アラビアれきの、ラビウル・
アッワルというつきの、12にちに、マッカ・ムカッラマというサウディアラビアのまちに
うまれました。

ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）のおとうさんのなまえは、アブ
ドッラーさまです。

ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）のおかあさんのなまえは、アーミ
ナさまです。

ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）のおとうさんは、ムハンマドさま
（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）が、うまれるまえに、なくなっていました。

ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）が6さいになったとき、ムハンマド
さま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）のおかあさんもなくなってしまいました。

おかあさんがなくなってからは、おじいさんのアブドル・ムッタリブさまが、ムハンマド
さま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）をそだて、アブドル・ムッタリブさまがなく
なったあとは、おじさんのアブー・ターリブさまが、ムハンマドさま（かれにしゅくふく
と、へいあんあれ）をそだてていました。

アッラーは、ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）に、たいせつなメッ
セージをたくさんつたえました。このメッセージがいまのクルアーンです。

ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）のあとに、このよがおわるまで、
どんなよげんしゃさまも、みつかいさまも、あらわれません。
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れんしゅうもんだい７
(1)アッラーは、どうしてたくさんの、よげんしゃをじんるいに、おくったのですか？

(2)おとうさんと、おかあさんがなくなってから、だれがムハンマドさま
（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）をそだてたのでしょうか？

(3)あいているばしょにことばをいれて、ぶんしょうをかんせいさせましょう

１：じんるいの、さいしょのよげんしゃは、 ______＿____ でした。

（・アーダムさま ・イブラヒームさま）

2： __________ さまは、じんるいで、さいごのアッラーのよげんしゃでした。

（・イーサーさま ・ムハンマドさま）

3：ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）は、
　  _______＿___ という、まちにうまれました。

（・マッカ ・マディーナ）
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れんしゅうもんだい８
（1）みぎと、ひだりのことばをあわせて、せんでつなぎましょう。

みつかいは、
アッラーの ・ ・

ムハンマドさまの
あとは ・ ・

アッラーは、 ・ ・

どんなみつかいもきて
くれません。

たくさんの、みつかい
をおくりました。

メッセージを
とどけます。

（2）ただしいこたえを、かきましょう。

1：ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）の、おとうさんのなまえは？

2：ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）の、おかあさんのなまえは？

3：ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）の、おうまれに
　  ならないうちに、だれがなくなりましたか？

4：おじいさんがなくなってから、ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、
　  へいあんあれ）は、だれにそだてられましたか？
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いろをぬりましょう。
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アル・クルアーン
アッラーは、ごじしんでそうぞうしたじんるいを、ただしいみちに、みちびく
ために、たくさんのよげんしゃをおくりました。
たくさんのよげんしゃのなかで、そのなかのなんにんかに、しんせいなるしょ
もつをくださりました。
しょもつをいただいたよげんしゃのことを、とくべつに、「しと」または、
「みつかいさま」といいます。
おもなしょもつは４さつあります。これらはわたしたちに、ただしいにんげん
になるように、とてもたいせつなことが、かかれています。

（1）おもなしょもつのなまえはつぎのとおりです。

（2）クルアーンは、しんせいな、さいごのしょもつです。これはアッラーの
みつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）につたえられた、
アッラーからのメッセージです。このしょもつはアラビアごでかかれて
います。

1：タウラート
（りっぽう）

2：ザブール
（しへん）

3：インジール
（ふくいん） 4：クルアーン
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ヒラーのどうくつ

マッカのそばに、どうくつがあります。そのなまえは、ヒラーといいます。
ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）が、ヒラーのどうくつ
で、めいそうをしていたところ、とつぜん、ジブリールさま（かれにへいあん
あれ）という、てんしがあらあれました。ジブリールさまは、ムハンマドさま
（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）に、アッラーからのメッセージをもっ
てきました。これがクルアーンのけいじのはじまりでした。

さいしょのメッセージから、23ねんかけて、いろいろなせつがけいじされ、
クルアーンがかんせいしました。
アッラーはクルアーンのメッセージを、ジブリールさま(かれにへいあんあ
れ）をとおして、ムハンマドさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）につ
たえました。
クルアーンには、わたしたちが、ただしく、よいじんせいをおくるために、
たいせつなことがかかれています。

クルアーンの１もじをとなえたばあい、わたしたちはアッラーから10のよい
おこないをしたときろくされます。
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スーラトゥル・ファーティハ

スーラトゥル・イフラース
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れんしゅうもんだい９
(1)アッラーが、みつかいさまに、くださったしんせいなるおもなしょもつは、
なんさつですか？

(2)それぞれの、なまえをかきましょう。

1：

2：

3：

4：

(3)クルアーンは、わたしたちに、なにをおしえていますか？

(4)あいているばしょにことばをいれて、ぶんしょうをかんせいさせましょう。

1：アッラーは、クルアーンを、にんげんの __________ のために、くださった。

（・みちびき ・しごと ・あそび）

2：アッラーからのメッセージは、ひとりの __________ が、アッラーのみつかい
　 さま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）にとどけていた。

（・にんげん ・てんし ・どうぶつ）

3：アッラーは、ほかの __________ にも、しんせいなしょもつをくださった。

（・どうぶつ ・にんげん ・みつかい）
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れんしゅうもんだい10
(1)ただしいことばをえらびましょう。

1：アッラーがくださった、さいごのしんせいな、しょもつのなまえは、
　  なんですか？

（・しへん ・りっぽう ・クルアーン）

2：クルアーンは、どんなことばで、かかれていますか？

（・にほんご ・アラビアご ・えいご）

3：アッラーのメッセージをつたえるかたのなまえは？

（・ジブリール ・イブラヒーム ・ミカイール）

(2)したの、まちがっているななえを、ただしく、かきかえましょう。

1：タトラーウ　→　__________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

2：ブザルー　　→ __________＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

3：イジールン　→　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

4：クーンルア　→　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

サラート
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れんしゅうもんだい11
(1) したのぶんしょうで、ただしいものには 〇 まちがっているものには × を
いれましょう。

1：さいごのよげんしゃはイーサーさま
　（かれにへいあんあれ）である。　

2：さいごのよげんしゃは、ムハンマドさま
　（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）である。　

3：クルアーンは、20ねんでかんせいした。

4：クルアーンは、23ねんでかんせいした。

5：アッラーからくだされた、しんせいな、しょもつには、にんげんが
　 しごとをして、おかねをかせぐほうほうがかいている。

6：アッラーからくだされた、しんせいな、しょもつには、にんげんが、
　  ただしくいきるためのほうほうが、かいている。　　　

 「よめ、そうぞうなされるおかた、あなたのしゅのみなにおいて」

わたしたちは、ちしきをあつめ、べんきょうするときは、アッラーの
なまえから、はじめることがたいせつです。
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サラート

サラートは、アッラーからの、かれのしもべたちへの、たいせつなおくりものです。
サラートは、ムスリムのぎむです。すべてのムスリムは、きちんとウドゥーをし、
1日、５回のサラートをやらなければなりません。

これらのなまえは、つぎのとおりです。

・ファジュル ・ズフル ・アスル ・マグリブ ・イシャー

むかし、さむいふゆのきせつ、アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあ
んあれ）は、ごじぶんのなかまとあるいていました。

アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）は、あるとききのえだ
をつかみ、それをうごがしました。
すると、えだについていた、はっぱがおちてきました。

アッラーのみつかいさまは、こうおっしゃいました。
「ムスリムが、きちんとウドゥーをし、５回のサラートをすれば、はっぱが、きから
  おちるように、かれのつみも、おちていくのです。」
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れんしゅうもんだい12
（1）ムスリムは、1にち、なんかい、サラートをしますか？

（・50かい ・５かい ・３かい）

（2）サラートをするまえに、なにをしますか？

・うんどう ・てをあらう）（ウドゥー

（サラートをするときは、どんなふくを、きるべきでしょうか？

（・たいそうふく ・ねまき ・きれいなふく）

（4）サラートをするばしょは、どんなばしょがいいですか？

（・きれいなばしょ ・ふとんのうえ ・トイレのなか）

（5）サラートは、どこをむいてしますか？

（・メッカのほうこう　  ・ふじさん　  ・おとうさんや、おじいちゃん）
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れんしゅうもんだい13
(1) したのぶんしょうで、ただしいものには 〇 まちがっているものには × を
いれましょう。

1：サラートのなかで、わたしたちは、
アッラーのじひをねがって、いのっています。

2：サラートをするためには、せいけつさはかんけいない。

3：サラートのなかで、あたまをじめんにつけます。　　

（2）サラートのなまえをかきましょう。

・ファ（　　　）ュル　　・ズ（　　　）ル　　　・ア（　　　）ル
・マ（　　　）リブ　　　・イ（　　　）ャー

（3）したのえは、なにをしているひとでしょうか？

① ② ③

①

②

③
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サラートのためにつかう、じゅうたんのえをかきましょう。
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どうとく
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イスラームとムスリム

わたしたちのしゅうきょうは、イスラームであり、わたしたちは、みんなムスリ
ムです。

イスラームは、よいどうとくにもとづいた、よいくらしをおくるためのほうほう
を、おしえています。

アッラーは、わたしたちに、クルアーンで、イスラームにかんして、たいせつな
ことを、おしえています。

ですから、わたしたちは、クルアーンにかかれている、おしえのとおりに、
せいかつをするべきです。

イスラームは、わたしたちに、アッラーのすべてのめいれいに、したがうよう
に、おしえています。

ムスリムになるためには、アッラーのことを、しんじなければなりません。
カリマ・タイイバをとなえて、わたしたちは、タウヒードをみとめ、イスラーム
のおしえをしんじています。

すべてのムスリムは、ひとりのアッラーだけを、かんぜんな、かみさまとして、
しんじています。またアッラーだけが、よのなかのすべてのものを、そうぞうし
ました。

にんげんがうまれることも、しぬことも、ぜんぶアッラーのちからによるもので
す。
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れんしゅうもんだい14
（1）なぜ、わたしたちは、アッラーをしんじますか？

（2）わたしたちは、どのように、タウヒードをしんじますか？

（3）イスラームは、わたしたちに、なにをおしえていますか？

（4）あいているばしょに、ただしいことばをいれましょう。

1：わたしたちはみな、__________＿＿ です。

2：ムスリムはみな、_________＿＿_ のおしえに、したがいます。

3：ムスリムは、ひとりだけの ________＿＿__ をしんじています。
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れんしゅうもんだい15
（1）みぎと、ひだりのことばをあわせて、せんでつなぎましょう。

イスラームは
わたしたちの ・ ・

わたしたちは、
アッラーの ・ ・

めいれいに
したがうべきです。

しゅうきょうです。

ヒント1　わたしたちのしゅうきょう

ヒント2　アッラーのめいれいどおりに、いきるひと

イ
1

ム
2
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かつどう

せいとのみなさんは、グループにわかれて、えんになるよう
にすわりましょう。

かくグループのせいとは、イスラームのわだいにかんして、
ひとことずつ、いけんをいってください。

れい
「よいムスリムになるには、どんなことをやるべきです
か？」

1：サラート、だんじき、ザカートなどの、イスラームの
　  ぎむをすること

2：ほかのひとにしんせつにすること、びょうきのひとの
　  おみまいにいくこと

3：うそをいわないこと、めうえのひとをそんけいする
　  こと、こまったひとをたすけること

せんせいはせいとにルールをせつめいしてください。
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あいさつ

わたしたちは、だれかとあったとき、あいさつとして、「アッサラーム・アライク
ム ワラフマトゥッラーヒ ワバラカートゥフ」といいます。
このいみは、「あなたにへいあんと、アッラーのじひ、そしてかれのしゅくふ
くがありますように」というすばらしいことばです。

このようにだれかにあいさつされたときは、おかえしに「ワ・アライクムッサラー
ム ワラフマトゥッラーヒ ワバラカートゥフ」とあいさつします。
このいみは、「あなたにもへいあんと、アッラーのじひ、そしてかれのしゅく
ふくがありますように」です。

わたしたちは、あさおきてからだれかにあったときは、イスラームのあいさつをする

ことがたいせつです。

ひとからあいさつされるのをまつのではなく、じぶんからすすんで、あいさつをしま

しょう。これでせいなるアッラーはよろこびます。

あいさつをするときは、じぶんからさきに、あいさつをしましょう。アッラーはさき

にあいさつをすることを、とてもよろこばれます。

あいさつをすれば、ひとびととのあいだに、ゆうじょうと、そんけいのきもちがうま

れます。

でんわではなしをするときも、イスラームのあいさつからはじめましょう。

こどもたちは、おとなへさきにあいさつをするべきです。

また、あいさつをされたら、おなじように、イスラームのあいさつでかえしましょ

う。また、あくしゅをするのも、とてもよいことです。
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れんしゅうもんだい16 
（1）アッサラームアライクムのいみは、なんですか？

（2）ワ・アライクムッサラームのいみは、なんですか？

（3）したのぶんしょうで、ただしいものには 〇 まちがっているものには
× をいれましょう。

1：わたしたちは、だれかにあったときは、
アッサラームアライクムといいます。

2：だれかに、あいさつをされたときは、
　  だまっているべきです。　  

3：あさおきたとき、りょうしんには、
イスラームのあいさつをするべきです。

4：めうえのひとが、めしたのひとに、
　  さきにあいさつをするべきです。 

5：おたがいにイスラームのあいさつをしたばあい、　  
ゆうじょうと、そんけいの、きもちがでてきます。
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れんしゅうもんだい17
（1）カッコのなかのことばを、あいているばしょにいれて、ただしい

ぶんしょうをかんせいさせましょう。

（せんせいたち　　　イスラームのあいさつ　　　ともだち

ワ・アライクムッサラーム　　　へや）

1：だれかが、あなたにイスラームのあいさつをしたばあい、そのへんじ

　  として、_______________ というべきです。

2：がっこうへいってから、わたしたちは、＿＿＿＿＿＿＿＿＿ と

　  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ に、イスラームのあいさつをするべきです。

3：だれでも、______________ にはいったばあいは、そこにいるみなさん

　  に、あなたがさきに、_______________ をするべきです。

（2）あいているばしょに、ただしいことばをいれましょう。

1：アッサラーム アライクムのいみはなんですか？

2：でんわではなしかけるまえに、わたしたちはなにをするべきですか？

3：おたがいあくしゅをすることは、どんなことですか？



39

（1）したのはこのなかに、わたしたちが、どんなときにあいさつをするのか、
えをかきましょう。
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あさはやくおきること

あさはやくおきるのは、とてもよいしゅうかんです。すべてのどうぶつは、あさはやくおき
て、じぶんたちのほうほうで、アッラーのことをほめたたえます。

あさはやくおきることは、たくさんのよいことがあります。

・あさはやくおきたときは、わたしたちは、いちにちにじゅう、うれしいきもちになります。

・あさはやくおきたときは、わたしたちは、げんきになります。

・あさはやくおきたときは、わたしたちは、つかえるじかんがおおくなります。

・あさはやくおきたときは、わたしたちは、べんきょうが、はやくおわります。

わたしたちは、あさはやくおきて、アッラーのことをおもったり、サラートをしたり、
クルアーンをよむことにつかうのが、いちばんよいことです。
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れんしゅうもんだい18
（1）しつもんにこたえましょう。

1：あさはやくおきるのは、どんなしゅうかんですか？

2：すべてのどうぶつは、あさはやくおきてなにをしますか？

3：あさはやくおきることの、よいことを2つかきましょう。

（2）したのぶんしょうをかんせいさせましょう。

1：あさはやくおきて、わたしたちは、______________ をするべきです。

（サラート　　　あそび）

2：あさはやくおきたときは、わたしたちは、いちにちじゅう

　 _______________ きもちになります。

（うれしい　　　さびしい）
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3：あさはやくおきたとき、わたしたちは______________ でいられます。

（げんき　　　びょうき）

4：____________ をよむためには、あさはやいじかんのほうがいいです。

（まんが　　　クルアーン）

5：あさはやくおきたばあい、______________ べんきょうがおわります。

（はやく　　　おそく）

（3）あさのこうどうのじゅんばんを、かんがえましょう。

（　　　）ふくをきる

（　　　）サラートをする

（　　　）がっこうへいく

（　　　）かおをあらう

（　　　）あさごはんをたべる
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アッラーは、せいけつであることを、とてもこのまれます。わたした

ちのあいする、アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へい

あんあれ）も、せいけつであることを、とてもおおくはなしていま

す。イスラームでは、せいけつであることは、しんこうの、はんぶん

である。といわれています。

わたしたちは、いつでも、きれいなじょうたいで、いるべきです。じ

ぶんのからだ、ふく、いえ、がっこう、まち、ぜんぶよごさないで、

きれいなじょうたいをつづけるべきです。げんきでいられて、びょう

きをふせぐためにも、せいけつさは、とてもたいせつです。
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まいにち、おふろにはいって、きれいなふくをきるべきです。いっしゅうかんに１かい

は、かならず、つめをきりましょう。しょくじのまえには、てをあらいましょう。

ゴミは、どこにでもすてず、ちゃんとゴミばこに、いれましょう。わたしたちは、じぶ

んのいえも、そとも、きれいにしましょう。どうろや、うんどうをするばしょも、よご

さないように、つかいましょう。
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れんしゅうもんだい19
（1）したの、しつもんにこたえをかきましょう。

1：アッラーはどういうじょうたいを、このまれますか？

2：わたしたちは、じぶんたちを、どのようにして、きれいなじょうたい
　  に、しておくべきですか？

3：イスラームでは、せいけつさのことを、なんといっていますか？

4：なぜ、きれいにしておくことを、いっしょうけんめいしなければ
　  ならないのでしょうか？
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（2）したのぶんしょうをよみ、ただしいばしょは、どのばしょのことを、
いっていますか。ただしいことばをえらんでかきましょう。

　（いえのなか がっこうのなか いえのそと）

1：わたしたちは、じぶんのほんと、かばんと、つくえを、きれいにして
　  おくべきです。

2：わたしたちは、じぶんのへやを、きれいにしておくべきです。

3：わたしたちは、どんなものでも、くるまのまどから、すててはなりま
　  せん。

4：わたしたちは、じぶんのふくと、ほんと、おもちゃは、せいりして
　  おくべきです。

5：わたしたちは、まどから、ものを、すててはいけません。
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（3）したのぶんしょうで、ただしいものには 〇 まちがっているものには
× をいれましょう。

1：せいけつさは、しんこうのはんぶんである。

2：わたしたちは、じぶんのつめを、
　  きらないほうがいい。

3：わたしたちは、ゴミをどこにすててもかまわない。

4：せいけつさをまもるひとは、いつもびょうきです。

5：わたしたちの、あいする、アッラーの
　  みつかいさまは、せいけつさのことを、
　  とてもたくさんいっていました。
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かつどう

せいとのみなさんは、グループにわかれて、えんになるように
すわりましょう。

かくグループのせいとは、イスラームのせいけつさにかんし
て、ひとことずつ、いけんをいってください。

れい「せいけつであることは、どんなことですか？」

1：いえにかえったら、てをあらうこと。

2：いっしゅうかんに１かいは、ちゃんとつめをきる。

3：どこにでも、ゴミをすてたりしない。

せんせいはせいとにルールをせつめいしてください。
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しょくじのマナー

イスラームでは、どんなことでもぎょうぎよく、れいぎただしくすることを、

おしえています。しょくじにかんしても、マナーがあることをおしえています。

たべるまえには、
ビスミッラーヒッ

ラフマーニッラヒーム を
となえましょう。

たべるまえには、
じぶんのてを、

よくあらいましょう。
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☆いつもみぎてで、たべましょう。

☆しずかにたべましょう。

☆じぶんがたべるぶんだけ、とりましょう。

☆たべものを、むだにしては、いけません。

☆すわってしょくじを、しましょう。

たべおわったら、
アルハムドリッラーヒと
いいましょう。

たべたあとには、
てをあらい、

はをみがきましょう。
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れんしゅうもんだい20

（1）しつもんに、こたえましょう。

1：たべるまえに、なにをするべきですか？

2：わたしたしは、いつ「ビスミッラーヒッラフマーニッラヒーム」を
　  となえるべきですか？

3：しょくじがおわったら、どのようなドゥアーをとなえますか？
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（2）ただしいものを、せんでつなぎましょう。

たべものは、
むだにしては
いけない。

・ ・

たべるまえに
ビスミッラーヒ
ラフマーニ
ラヒームを
となえる。

・ ・

しょくじは
みぎてでたべます。 ・ ・

たべるまえ、
たべたあとは
てをあらいます。

・ ・
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たべおわってから
アルハムドリッラーヒ
をとなえます。

・ ・

しょくじのあとは、
はをみがきます。 ・ ・

（3）ひだりのことばと、みぎのことばをあわせて、ぶんしょうをかんせい
させましょう。

たべものはいつも ・ ・ じぶんがたべられる
ぶんだけを、とります。

さらにいれるのは ・ ・ てをあらいます。

たべるまえと、
おわったあとは ・ ・ みぎてでたべます。

すわってしょくじを
するのが ・ ・ したほうがいいです。

しょくじはしずかに ・ ・ よいです。
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よいムスリム
イスラームはわたしたちの、しゅうきょうです。ムスリムは、イスラームのおしえを、

じっこうするべきです。アッラーのすべてのめいれいをまもるのは、よいムスリムで

あるしょうこです。

よいムスリムは、いろんなよいせいかくをもって、たくさんの、よいおこないをして

います。

よいムスリムはたくさん
ぜんこうをおこなっています。
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アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）は、すばらしい

じんかくをもち、とてもやさしく、しんせつなかたでした。

アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）は、こどもたちを

よくかわいがっていました。

アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）は、どうぶつにも

やさしく、すこしでもたたいたりするのを、きんししていました。

アッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあんあれ）は、いつもひとだす

けをし、ほかのひとからいじめられても、いつもおこらないでいました。また、その

ようなひとのことも、ゆるしていました。

あるおばあさんは、いつもアッラーのみつかいさま（かれにしゅくふくと、へいあん

あれ）のとおりみちに、ゴミをすてていましたが、かれはおこりませんでした。

しかし、あるひ、おばあさんのすがたがみえないときがありました。しらべてみる

と、おばあさんはびょうきになっていたのです。アッラーのみつかいさま（かれに

しゅくふくと、へいあんあれ）は、おばあさんのおみまいにいき、おばあさんがげん

きになるまでめんどうをみました。

おばあさんは、アッラーのみつかいさまの、すばらしいじんかくをみて、イスラーム

をうけいれました。
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れんしゅうもんだい21 
（1）したのぶんしょうを、かんせいさせましょう。

1：よいムスリムは、いつもアッラーの

2：よいムスリムは、しょくじのまえに

3：よいムスリムは、びょうきのひとを

4：よいムスリムは、じぶんのりょうしんの

5：よいムスリムは、どうぶつたちを

（2）したのぶんしょうで、ただしいものには 〇 まちがっているものには
× をつけましょう。

1：よいムスリムは、あさおきたとき、よるねるまえに、
カリマ タイイバ をとなえます。

2：よいムスリムは、めうえのひとを
　  そんけいしません。　

3：よいムスリムは、ひとのものを
　  きょかなしでつかいます。　

4：よいムスリムは、ひとにやさしくはなしをします。
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（3）したのぶんしょうの、ただしいこたえを、えらびましょう。

1：よいムスリムは、せんせいのいうことを ＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（ききます　ききません）

２：よいムスリムは、いつも ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ をいいます。

（しんじつ　うそ）

3：よいムスリムは ＿＿＿＿＿＿＿＿＿ をたすける。

（おかねもち　まずしいひと）

4：よいムスリムは、となりきんじょのひとに ＿＿＿＿＿＿＿＿＿
　  ふるまいをする。

（よい　わるい）
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ためになるおしえ

イスラームは、とてもためになるおしえです。わたしたちが、イスラームのおしえどお

りにすれば、よいじんかくのにんげんになることができ、またよいせいかつをすること

ができます。

たとえば

・わたしたちは、いつも、しんじつをかたるべきです。

・ほかのひとのまねをして、じょうだんをするのはよくありません。

・じぶんのしごとをおそくせず、じかんどおりにやりましょう。

・おたがいをたすけあいましょう。

・しずかにはなしましょう。

・どうぶつには、やさしくせっしましょう。

・まわりのひとに、しんせつにせっしましょう。
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れんしゅうもんだい22
（1）イスラームは、わたしたちに、なにをおしえていますか？

（2）イスラームのおしえのとおりにやれば、わたしたちは、

（3）したにあるぶんしょうで、ただしいことばを、カッコのなかから、
えらびましょう

1：わたしたちは、いつも ＿＿＿＿＿＿＿ をいうのは、いけません。

（しんじつ　うそ）

2：ほかのひとには、いつも ＿＿＿＿＿＿＿ あつかいをするべきです。

（わるい　よい）

3：わたしたちは、ほかのひとのまねをして、ひとをわらわせることは
　  ＿＿＿＿＿＿ です。

　（よい　いけない）

4：わたしたちは、おたがいを、たすけあう ＿＿＿＿＿＿＿ です。

（べき　べきでない）
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（4）ひだりのことばと、みぎのことばをあわせて、ただしいぶんしょうを、
つくりましょう。

わたしたちは、
いつもしずかに ・ ・ するべきです。

わたしたちは、
ものごとを ・ ・ はなしをする

べきです。　

ひとにやさしく、
しんせつに ・ ・ じかんどおりに

やります。

(5) ほかにも、たいせつなことを、じぶんでかんがえて、かいてみましょう。
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れんしゅうもんだい23
したにあるぶんしょうをよんで、ただしいぶんしょうには 〇 まちがっている
ものには × をつけましょう。

1：イスラームのあいさつをすること。

2：おそくに、おきること。

3：せいけつさをまもり、よごれていない
　  ふくをきること。

4：ためになるはなしをすること。

5：たべるまえに、てをあらうこと。　
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れんしゅうもんだい24
アッラーからわたしたちに、あたえられた、めぐみを、かいてみましょう。
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れんしゅうもんだい25
（1）したのぶんをよみ、ひだりのえにあうぶんしょうをせんでつなぎましょう。

・ ・
ムスリムたちはおたがい
にあったときに、なんと
いってあいさつをするの
ですか？

・ ・
みんなでサラートを
おこなうために
ムスリムたちは
どこへいくのですか？

・ ・

アッラーのみつかいさま
（かれにしゅくふくとへ
いあんあれ）にどのよう
なけいてんがけいじされ
ましたか？

・ ・
わたしたちはアッラーが
つくられた　どんなもの
がそらにみえますか？

・ ・ よるねるまえは　なにを
みがくべきですか？　
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かつどう
きょうしつにいるこどもたちを、2つのグループにわけてくだ

さい。

それぞれのグループにいちまいずつ、パネルをわたします。

Ａグループには、パネルにじぶんたちの、よいしゅうかんの

えをかいてください。

Ｂグループは、パネルにじぶんたちの、わるいしゅうかんを

かいてください。

それぞれのグループのなかから、だいひょうをえらび、

じぶんたちのかいたパネルをみんなにみせます。

せんせいは、そのパネルをみながら、よいしゅうかんと、

わるいしゅうかんの、よいてんと、けってんをせつめい

しながら、こどもたちとぎろんしてください。
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かつどう
きょうしつにいるこどもたちを、2つのグループにわけてくだ

さい。

それぞれのグループにいちまいずつ、パネルをわたします。

Ａグループには、パネルにじぶんたちの、よいしゅうかんの

えをかいてください。

Ｂグループは、パネルにじぶんたちの、わるいしゅうかんを

かいてください。

それぞれのグループのなかから、だいひょうをえらび、

じぶんたちのかいたパネルをみんなにみせます。

せんせいは、そのパネルをみながら、よいしゅうかんと、

わるいしゅうかんの、よいてんと、けってんをせつめい

しながら、こどもたちとぎろんしてください。
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