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今、アラブ社会で流行っているオペレッタ「アラブの良心＝ Al Dhameer Al Arabi」

を紹介します。１３組の男女ペア－が楽曲を歌いつないでゆくのですが、背景の映像

は、侵略する側の軍事行動と侵略を受ける側の状況を交互に映し出しています。歌

詞は「分断統治を受けてお互いにいがみ合うようになってしまったが、元はアラブ人、

ひとつの家族（イフア）じゃないか」と、訴えかけています。

Idea, vision & direction by Ahmad Al Aryan 献辞（アフマド・イルヤーン 00:01-00:46）

Arabic to English by Bashar Al-Ba'noon １０年前 「アラブの夢」は人々の心をとらえていた

English to Japanese by KASAI Ichiro 太陽が昇り 皆を照らす限り 正義はあると夢見ていた

でも 日の光がとても遠くにあるので

「アラブの夢」も 叶わぬ夢かとも思った

今なお再び 夢を諦めた我々の心に

語りかけてみようと思う

良心を呼び醒ますよう 歌ってみよう

アラブの希望を諦めないで

真の幸福は 労働 叡智 見識 郷土愛にある

出演者 スタッフ そして 健全な良心を持ち

真の幸福を知る すべての人に

この「アラブの良心」を捧げる

右：アフマド・イルヤーン（Ahamad Al Aryan） 監督

歌詞（アラブの夢 Al Hilm Al Arabi 00:06-01:25）

先祖代々 その夢を求め続けてきた 現在の行いは 我々の未来を決める

暗黒の夜は 我々を惑わすけれども 一条の光が 遙か遠くから届くだろう

それが人生の すべてを懸けた夢だ 我々を一つに束ね まとめてくれる
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台詞（01:28-02:14）

ήϤΜΗϼϤϠψϟΎϫήΠѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϧϮϤϠϋϮϤϛήΎϤπ ϣΎϣΎϤϜδϔϧΎΘϤϛΎΤϤΑϭΪΑάϠϣΎϬΗΎόΒλ ϼΟΎΘΤϳϼϤΛϻήϴϤπ ϟΎϧ

ϪϘϴϘΤϟΎϬϳ̈́ήϨόϫήϜϔϗΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧπ ϬϣϼδΘγΎϴϔϐϟΎΒϨϤϧϭ

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϧϻΎϫέΎϨϣήϴϤπ ϟΎϧϻϮϬΑΎΒγΎϨϤϫέϮτ ΧΪηΎΘϤμ ϟΎΒϗϮόϧϮϫήϴϤπ ϬϨϣήΨδϫΎϴΤϟΎΑάϜϗΪμ Ϩϣϭ

ϲΑήόϟΎϤϠΤϟΎϘϴϘΤΘϠϬΒϬϨϴόΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϨΑϮμ ϟΎϯϟ

�α ήΧΎϧΎτϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧθϤϜΑϻήϴϤπ ϟΎϔϘτϨΘϤϛήΎϤο ϮϋΩάϟ

罪なる心を持つのは誰だと 指摘してもらう必要はない 自ずと分かるものだ

だからこそ 貴方が善良であるかどうかは 貴方自身に 照らし合わすべきである

不誠実な木には 不誠実な果実しか 実らないことを 知るべきだ

諦める者は 狭い器量の持ち主であり 真実を見つめる能力を 持つことはない

偽りの人生を生きる者は 自分の良心に 無視されるだろう

その沈黙がもたらす結果は

沈黙せざるを得ない事態に比べ 更に 危ういものとなるだろう

人生における善行は 真実を照らす灯台となるのだから

「アラブの夢」を実現するために 良心に従おう

自分の良心に 耳を傾けなさい

寡黙な良心は 押し黙った悪魔なのだから

歌詞（１３組共通）

ΓϮΨϨϟΎϨΒΘΗΎϤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϨϟΎΑϮϠϘΘΗΎϣ

�ΓϮΧΎΑήόϟΎϧΎϣϮϴϯϓΎϨϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϨϨϜϤϳ

人々の心は死んでしまった 私たちの誇りは死んでしまった

いつの間にか忘れてしまったのだ アラブは家族だということを
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歌詞（ワディーウ・アッサフィ＝レバノン 02:23-04:03）

ϰϓΎѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰μ ϟΎό˰˰˰˰˰˰˰˰ϳΩϭ

ϥΎϣΰϟΎϬϬϤϜΤόϤѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγΎϯϨΑΎϴϯϟΎϘϧΎϣΰϨϤϴϴΒϯϨϤϠόϧΎϣΰϨϣ

�ϯΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧΠϣΎϳΎϨϣΎϬΘΛέϮϬϤϜΣ��ϰΘϨΒϟϮϯϨΑϻΎѧѧѧѧѧϬΘϤϠϋϭ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϨΒϟΎϧΎΘϴΒΣΎϬϴϣϮϴϨϤϧΎσϭΎϧΎϤϳϻΎΒΤϧΎϤϳΎϨσϮϟΎΒΣ���ϰΒϠϗΎѧѧѧѧѧѧѧѧϴϧΎϨΒϟ

その昔 私の父が教えてくれた...

人間の知恵に 耳を傾けなさいと...

それは 私の祖父から受け継ぎ

息子や娘に 受け継がれてゆく知恵だ

郷土を愛する心は

信仰心の発露であり

信仰心は 郷土愛を育む

以来 私はレバノンを愛するようになった

歌詞（ムハンマド・アル・エザビ＝エジプト 03:55-05:24）

ϰѧѧѧѧ˰˰˰˰˰ΑΰόϟΪ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤΤϣ

ϰΗΪΟϭΎϳϮΑϮϯϣΎϨϤϯΘϣΰϯϓΎϳΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧλ ϮϠϳΎθϧΎϨΒϠόϳΩϭΎϳΎϧΎϜϳί ΎϧΎϯΘΣ

ϥϮϨόϟΎϜϨϴΒΠϯϠόΑήόϟΎϨϴτѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϠϔΒΘϛϮϣΰϟΈϨσϮϟΎΒΤϣΎϨΘϴϋϭΎϴΑΰϋΎϳϮϟΎϗ

ϥϮΧΎΑήόϟϼϜΑήόϠϠΑήόϟΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧο έ�����ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϧϻΎόϴπ ϳϮϬΒΘθϳΎϤϨϣΰϟϼΒϘϬΒΘϨΗήϳΎϤπ ϟΎϯΤλ ϭ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϤϳΎϨσϮϟΎΒΤϣΰϟΈϨσϮϟΎΒΣΎϧΎϜϳί ΎϧΎϓέΎϋ

レバノンでのワディーウと 私も同じだよ 父母や祖父母の教えを実行するんだ

彼等は私に言ったよ 「エザビよ 意識しなさい 郷土愛は必然なのだ」と

「パレスチナは アラブだということを 肝に銘じておきなさい」と

「アラブの土地は アラブに属し アラブ人は 家族なんだ」

「人間性を失い すべてが

メチャクチャになる前に

お前の良心を醒ましなさい」

「私もお前もその方策を知っている」

「郷土を愛する心は

信仰心の発露であり

信仰心は 郷土愛を育む」と
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歌詞（ラティーファ＝チュニジア 07:21-）

�Ϫѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔϴτ ϟ

ϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰δϬϓϮϔϛΪϤϴϬϠϜϤϟΎ˰˰˰˰˰˰όϟΓΰϳΎ˰˰˰˰˰˰˰ ϋ˰Ύϧ

�ϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰δΘγΎθϤϣϼ˰˰˰˰δϧϮϜϴϯΑήόϟΎϤϠ˰˰˰ δ˰ϟϭ

世界中の皆が 平和を身近なものにして欲しい

侵略に屈服することで 平和は来ないでしょう

歌詞（ハーニー・シャーキル＝エジプト 07:45-）

�ήϛΎѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰θϯϧΎ˰˰˰˰˰˰˰ ϫ˰

ΎϳϮΠγΎδΣΎϤΗΎϜϯΘϤμ π ϓέϮϯѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰ΑήϋΎϧ

�Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ϳ˰έϭϭΩήϳϮϟϮϘϬϯϔ˰˰μ˰ ϯϔϯΑήόϟΎΒόθϟϭ

アラブ人として 私は沈黙を拒む

気持ちは とても落ち込んでしまったが

アラブの人々よ 私と共に声を上げようではないか

歌詞（ナンシー・アジュラム＝チュニジア 09:18-）

ϡήѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Π˰όϯδ˰˰˰˰˰˰˰ϧΎϧ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ϜϤϯΎϯϓϭΎ˰˰ϨϬϧΎ˰˰˰ δ˰ϧΎϴϯΒΣΎ˰˰˰˰˰˰λ Ύϳ

�ϥΰѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰ΣϻΎϬϴΒϳϮ˰˰˰˰˰˰ τ˰ ϨϜϴϠϯ˰˰˰˰ΘϟΎγήΘ˰όΒΑ

友よ！ 世界中の人々よ！

私たちの悲しみを込めたメッセージを

受けとめて下さい

歌詞（シェブ・ハレド＝アルジェリア 09:42-）

Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϟΎΨΑΎ˰˰˰˰˰˰˰ θ˰ϟ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤϳϻϮϟΪόϟΎΒϨϳϼ˰˰˰˰˰˰˰ϤϟΎόϤϯϨ˰˰˰˰˰˰˰ Β˰ϧ

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣΎϤϟΎ˰˰˰˰˰˰˰όϟΎϯϨΒϨΘϧϭΎϧϻΎϳ

何百万もの私たちが

公平で公正な世界を築いてゆこう

安全で平和な世界を 築こうではないか
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歌詞（シーリーン＝エジプト 11:02-）

Ϧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴη

ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Χ˰ϼ˰˰˰γήϟϼϜϧΎ˰˰˰˰˰˰˰ δ˰ϧήθΒϟϼλ 

ϥϭΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ό˰ϟϮ˰˰˰˰π ϓήϴΑΪϤΤϣϮϯ˰˰˰δϴϋϮϯ˰˰˰γϮϣ

すべての人々は人間だし

すべての伝道者は兄弟です

モーゼも イエスも モハメッドも

力による支配を許さない

歌詞（サービル・ルバーイ＝チュニジア 11:27-）

ϰѧѧѧѧ˰˰˰ϋΎ˰˰˰ Α˰ήϟήΑΎ˰˰˰˰˰˰λ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰δϧϻϭΪ˰˰˰˰˰˰˰ΠϤϴΑϭΎ˰˰˰˰˰˰˰ Ϩ˰ϟί Ϯ˰˰˰˰π ϓήϴΑ

�ϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δϟϮϫΎ˰˰˰˰˰ϨϳΪϬ˰˰˰˰˰˰˰˰ΒΤϤϟϮϬϬϠϟ

伝道者は 我々を卑しめたりはしない

人類を賛美します

アラーは愛であり 宗教は平和です

歌詞（リダー・アル・アブドゥッラー＝イラク 12:59-）

�ͿΪѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΒόϟΎ˰˰˰˰˰ο έ

�ϝϭϻΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϨϤϠΤϯϓέϮ˰˰˰˰˰˰ Ϩ˰ϟΎϋΎόηΎ˰˰˰˰˰ϨϠϗ

ϝϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰τ ϔγϼϟΎϳέϮ˰˰˰˰ΤΑϭΎ˰˰˰˰˰ϤδϠ˰˰˰˰˰λ Ϯϳ

すべての空と海に 光の条が届くと聞いていた

けれども それは ずっと先の事じゃないのか

歌詞（アーマール・マーヘル＝エジプト 13:24-）

�ήѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϫΎϤϟΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϣ

�Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰ϜΑήϴϤ˰˰˰˰˰π ϟΎϯϠΨϠϴ˰˰˰˰˰ϠϟΎϧϼϟϮ˰˰˰˰˰˰˰˰σ

�Ϣѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϠΤϨϧΪΑϼϣϮ˰˰˰˰ϳΎ˰˰˰Ϩϴϔϯ˰˰˰˰ϗΎΑϮϟ

それは 遙か先のこと

暗闇が私たちの良心を 黙らせてしまったから

私たちの人生に 良き日が 残されているなら

確かにそれを 強く望むでしょう
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歌詞（ハーレド・サリーム＝エジプト 14:44-）

Ϣѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴϠγΪϟΎ˰˰˰˰˰˰˰ Χ˰

�ΕϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ ϣ˰ΎϯϠϟΎϨΣϻϭΎ˰˰˰ϧϮΠγΎδΣϻΎΗΎϣ

�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Ϥ˰ϬγΎ˰˰˰˰˰δΣΎλ ϼΨϤϟΎόϟήϴϤ˰˰ ο˰ ϻϭ

私たちの感情は 無くなって 死に体なのか？

それとも この世から

良心が消えてしまったのか？

歌詞（アハラーム＝バーレーン 15:09-）

ϡϼѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Σ

�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ ϣ˰ί ϼϟϮϨϴϠϳΎηΎϧΎόϤΒ˰˰˰˰˰˰ΠθϟΎΣϼ˰ γ˰ϭ

�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ϳ˰ΎϬϧήϴϐϨϤΗΎϳΪΑΎϧΎόϤϯϧΎ˰˰˰ ό˰ΘΒγΎϨϟϭ

身を守るために

いつも武器を持ち歩いているけれど

それが為に果てることのない苦しみの中に 置かれています

歌詞（ディヤナ・カルズーン＝レバノン 16:29-）

ϥϭί ήѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϛΎ˰˰˰ ϧ˰Ύ˰˰ϳΩ

Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤϬϟΎπ ϬϨΘγϮϣΪϟΎΒϯ˰˰˰ΧΎϴϤ˰˰˰˰˰˰˰˰ϗ

Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤϘϟΎϯϔΑΎϏΎϤϤϔϟΎΒϠϗϮΧή˰˰˰˰ λ˰ ϭ

兄弟姉妹よ！

さあ 目を覚まし 立ち上がって！

無責任な政治家たちを 糾弾しましょう

歌詞（アブドゥラー・アル・ルワイシド＝クウェート 16:53-）

�Ϊѧѧ˰˰˰˰˰θϳϭήϟΎϬϠϟΪ˰˰˰˰˰˰˰˰Βϋ

ϥϭΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋϭΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΑΎϫέϮϟΎϗΎϤϬϤϣϭΎ˰˰˰ϘϨγ

�ϥϻϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΠϟΎϯϘΘϨϨϯΘΣΎϨϴϔΒ˰˰ Ϡ˰ϗΪϬϴϨϟ

テロリストと呼ばれようが どうであれ

レジスタンスを戦うんだ

ゴラン高原を取り戻すまで

手を休めることはないんだ
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歌詞（ワアド＝サウジアラビア 18:26-）

Ϊѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋϭ

�Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ϳ˰ήΤϟέΎ˰˰˰˰˰˰˰ΘδΘΤΘϜΘϨϤϴϬϬ˰˰˰˰˰˰π ϓέΎϧ

Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ϴ˰σήϘϤϳΪϟΎϤγΈΒϜΤμ˰ ϨϜϳήϬ˰˰˰˰˰˰π ϓέΎϧ

「自由」と称する占領を私は受け容れない

「民主主義」という名の下の言説を

私は受け容れない

歌詞（イハーブ・タウフィーク＝エジプト 18:50-）

ϖѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴϓϮΘΑΎ˰˰˰˰˰Ϭϳ

Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ϴ˰ϠϋΎϬϴΒϠπ ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϔΘΘϬΤ˰˰˰ϨϤθϤϬϳή˰˰˰˰Τϟ

�Ϫѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ ϴ˰ΑήϋΎϴϬϣΎϴϯΤλ ΈϬϨ˰˰˰ Τ˰ϤϟΎϯΤϤΗΎϨΗΩέ

「自由」 とは 本来

人が人に与えるものではないでしょう

苦しみを克服しながらアラブは立ち上がるのです

歌詞（ムスタファ・マフフーズ＝＊＊＊＊ 20:10-）

υϮѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰ϔΤϤϯϔ˰˰˰˰˰τ μ ϣ

ϡΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Ϩ˰ϣΎϬϓϮθϨΒϣϼ˰˰˰˰˰ΣΎϧΎϛΎϤϣϼ˰˰˰˰δϟήϤϋ

ϡϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Ϝ˰ϬϳΎϔϜγΎ˰˰˰˰˰˰˰ϧΎϴϧΎ˰˰˰ϜϤϠϜϯϔϤϠ˰˰˰ψϟ

平和とは 寝ているときに見る夢では

決してないはずです

不正義が そこかしこにあります

議論を尽くし 行動しましょう

歌詞（アマル・ヒジャージ＝レバノン 20:35-）

ϯί Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ Π˰ΤϠ˰˰˰˰˰ϣ

ΏΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ Ϝ˰ϤϟΎ˰˰˰ ψ˰ϧϮϨόΑΎ˰˰˰ϫέϻΪπ ϜΑή˰˰˰˰Σ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰δϧϻΎϗϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ Ϙ˰ΣΪπ ϬϳήΤϠϠϜϣϮ˰˰Ϭϔϣ

貴方の「対テロ戦争」は

不公平で不誠実な看板です

貴方の定義する「自由」は 人権侵害です
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歌詞（ワーイル・ジャサール＝レバノン 22:07-）

έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰δΠϠ˰˰˰˰˰ϭ

ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ϣΎδηΪΣΎϣϮΧήμ Η˯Ύ˰δϨΧϮ˰˰ ϴ˰θϟΎ˰˰ϔσ

�ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ϳΎπ ϤϟΎόϟήϴ˰˰˰˰˰˰Ϥο ϭ˯ΪϬ˰η Ύ˯˰ϣΩ˯ϼ˰η

子供や 年寄りや 女性が 叫んでいるけど

誰も聞こうとしない

飛び散った四肢 流血惨事 死体の数々

世界からの関心も失せた

歌詞（アマニーヤ＝＊＊＊＊ 22:32-）

Ϫѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴ˰˰˰Ϩϣ

ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ Ϝ˰ϠϠϜΗϮμ ϯϠ˰˰˰ λ˰ ϮϬϤϬϟΎϯΤ˰˰˰˰μ ϬϣΎϳ

ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ Ϝ˰γΎϨϴϔϛή˰˰˰˰ΣϻϮϬϣϻί Ϯ˰˰˰˰˰˰˰˰ϣέϮϠΘϗ

我が祖国よ 目を醒まし その声を聞かせておくれ

行動を起こす者もなく 祖国は消滅した

歌詞（アーミル・ハサン＝パレスチナ 23:52-）

Ϧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰δΣέΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰Ϥϋ

�έΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΠϟΎϗϮ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ Ϙ˰ΤϯϋήϧΎ˰˰˰ϨϴϓΓΩΎόϯ˰ϫ

�έήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϗήϴϐΑΎ˰ϣΰόΗΪϐΑϮό˰˰˰˰˰˰˰˰˰θϟΎϫάϫ

隣人に気遣いするのは

私たちの日常的な習慣によるものです

その行いは 規則によって

強制されているものではありません

歌詞（アサーラ＝シリア 24:17-）

�ϯήѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ μ˰ ϨϬϟΎ˰˰˰˰˰˰λ 

�˯Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ ϳ˰έήϴ˰˰˰˰˰˰˰ ϐ˰ΒόϣΪγΎϨϟΎόϣΩϮϯϜ˰˰˰˰Βϧ

Ύ˯ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϜΑΪ˰˰˰˰˰˰˰˰ϴϔϳΫΎϤγΎδΣϻΎϯϔ˰˰ϏΫΈϓ

悲しみにうちひしがれる人と共に 涙するのです

感情を失ってしまえば泣くことに

なんの意味もありません
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歌詞（シェブ・ジラーニ＝リビア 25:36-）

ϰѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ϧϼϴΠΑΎ˰˰˰˰˰˰˰θϟ

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ ϳ˰ΩϻΎϬϣή˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΤϯϔϬϠϟϻϮ˰˰˰˰γέέάϋ

�ϥήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ϔϐϟΎΒϠσ΄˰ ˰˰˰˰ δ˰ϓ˯Ύ˰˰˰˰˰ϴΣΎϯΪϤϯ˰˰˰˰ϟϮϟ

教えに背いた行動を大変申し訳なく思います

私の余命を懸けても 謝罪したい

歌詞（ナンシー・ザアブラーウィ＝シリア 26:01-）

ϯϭϼѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰Βϋΰϯ˰˰˰˰˰δϧΎϧ

�Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴΠϧϻΎϬ˰˰˰˰˰˰˰˰ΒΤϣϭΓέϮ˰˰˰˰˰˰ Θ˰ϟΓΰό˰ ˰˰˰Βϓ

Ϟѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴϟΪϧΎϳΩϻΎϯϘΒΘϧή˰˰˰˰˰˰˰˰ϘϟΎϬϤ˰˰˰˰ϜΤΑ

旧約聖書の崇高な教え それに新約聖書の愛

イスラム聖典の叡智

宗教は 人生の羅針盤です

歌詞（マージド・アル・ムハンデス＝イラク 27:33-）

�α Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Ϩ˰ϬϤϟΪΟΎ˰˰˰˰˰˰ϣ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ Ϝ˰ϤϠϜ˰ΒϧΰΤϟΎΗϭή˰˰˰˰ϴΑΩΪ˰˰˰ϐΒϫΰ˰˰˰˰ Ϗ˰

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϤϳϻΎΒϯϮϘΘΣήΗϮϤΗΎϣϻΎϨΘϤϳΰϋ

ガザ バクダッド ベイルート

悲しみは何処にもある

我々の決意は不滅だ

信仰心と共に より強くなる

歌詞（アミナ＝＊＊＊＊ 27:58-）

ήѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΧΎϔϬ˰˰˰˰˰˰ Ϩ˰ϣ

�ϥϭΪѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰όϟΎϯϠϋΓΪΣϭΪϳΎϬϣί ϻΎϯϔϧϮΧΎϨϠϛ

ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰σϭϻΎϜϠϣΎ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϨϠϜϬϨΘϔϠϠϨϴϴϋϭΎϨϠϛ

私たちの決意は不滅です

信仰心と共に より強くなるでしょう

どんな危機に瀕しようと

私たちは 軍国主義に立ち向かう家族です
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歌詞（ルトフィー・ブシュナーク＝チュニジア 29:18-）

ϕΎѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϨηϮΒϯϔ˰˰˰˰˰τ ϟ

�ϦϴϴΣΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ μ˰ ϧϮ˰˰˰˰ϜϨϣί ϻϮϬϨ˰˰ΘϔϟΎϯϬϤϬΘ˰˰Βόϟ

�Ϧϴϴѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋϮϧϮϜϧΪΑϻϮϬϨ˰˰ΘϔϟέΎ˰˰ϧϮϬϨ˰˰ΘϔϠϟ

彼等の戦術は 我々同士を

憎しみの連鎖に 追い込むことだ

理解しよう もたらされる結果が 我々同士の 殺し合いだということも

歌詞（ヤーラ＝レバノン 29:43-）

�έΎѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϳ

ϥϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰Χ·ΪΣϭΎϨϠϜϯΤϴ˰˰δϣϮϤϠ˰˰˰δϤϟϮ˰˰ Ϙ˰Ηϻ

�ϥΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ Ϩ˰ΒϟΎϨϤγΎϨ˰˰˰˰˰ϠϜϯό˰ ϴ˰ηϻϮϯ˰˰˰ϨδϟϮϘΗϻ

イスラム信者だとか キリスト信者だとか

言わないで 家族なのだから

スンニ派だとか シーア派だとか 言わないで 皆レバノンにいるのだから

歌詞（アムル・アブドゥラート＝ヨルダン 31:14-）

�Εϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ϟΪ˰˰Βϋή˰˰Ϥϋ

�Ώήѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϏΎ˰˰˰˰˰˰˰ϨϴϘΑΎϨΣΎϯΑή˰˰˰˰ϋΎϳΎϳϮ˰˰ Χ˰Ύϳ

ΏΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϴϐϬϳΎϔϜϘ˰˰˰˰˰τ ϧΎϯΑήόϟΎϨΘϤ˰˰˰˰˰λ Ύϳ

アラブの兄弟たちよ

我々は 見知らぬ同士になってしまった

沈黙がもたらした 正に その結果なのだ

歌詞（ナワール＝クウェート 31:40-）

ϪϴΘϳϮѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϜϟϻϮ˰˰˰˰ϧ

ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰όϔϣϼ˰˰˰˰˰ϜϟΎϯϠΨϗϮ˰˰˰˰ϔϜϨϴΒΠό˰˰˰˰˰˰˰˰ϓέ

�ϝΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰ Τ˰ϤϜΗϮϤϟΎΤϤϯΑή˰˰˰˰˰˰˰ϋΎϳΎϧήϴ˰˰˰˰˰˰Ϥο Ύϳ

自信を持って前を向きなさい

言葉を尽くして 行動しなさい

私たちアラブの良心が 許さないわ

貴方が死ぬ なんて事は



- 11/12 -

歌詞（ヌール・ムハンナ＝シリア 32:59-）

Ύѧѧѧѧ˰˰˰Ϩ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϬϣέϮ˰˰˰˰˰˰ ϧ˰

�˯Ϊѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϋϻΎϨ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΒΗΫΎ˰˰˰˰˰˰˰όϬϠϟΎϴϬϠϟ

Ύ˯ѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ Ο˰ήϜϴϔΑΎ˰˰˰˰˰˰ΧΎϤϬϠϟΎϴΘϳΩΎ˰˰˰˰˰ϧ

神よ 彼等は我々を 取り囲んでいます

我らを助けたまえ 神よ 貴方を信頼しています

歌詞（ファティン・ヒラール・ベク＝＊＊＊＊ 33:24-）

ϝϼѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ϬϨ˰˰˰˰˰˰˰ΗΎϓ

α Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰δΣϻΎϬϠόΟήϬϣϻήϴϤ˰˰˰˰˰˰ π˰ ψ˰˰˰˰˰˰˰Ϙϳ

�α Ύѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ϨϟήϴϤ˰˰˰˰˰˰π ϯ˰˰˰˰˰˰˰Τμ ϬϤ˰˰ ϐ˰ϟΎόϓέΎϳ

神よ 人々の心を 呼び醒ませて下さい

アラブの良心を 取り戻させて下さい

歌詞（モーメン・アハメド＝＊＊＊＊ 35:47-）

ΪϤѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΣΎϨϣΆ˰˰˰˰˰ϣ

�ΓϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ΨϨϟΎϬΒϯΤ˰˰˰μ γΎϨϟΎΑϮϠϘϯΤ˰˰˰˰˰˰˰λ

ΓϮѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧ˰˰˰˰˰˰˰ΧΎΑήόϟΎϧΎγΎ˰˰˰ δ˰ΣϼϜΒΧή˰˰˰˰λ 

目覚めよ 人々の心 目覚めよ そこにある誇り

すべての感覚で叫ぼう アラブは家族だと
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