
慈悲あまねく慈愛深きアッラーの御名において 

【小学校での礼拝許可に関する質問】	  

エジプト人の親御さんが、小学２年生の子どもが給食後に礼拝をしたいとお願いしたら、空き部屋が全

くないのと、子ども一人でどこかの部屋に行かせられないから、先生が付き添わないといけないが人が

いないので無理です、と言われました。	  

教室の隅や廊下で礼拝することはできるようですが、他の子どもたちが見ている中で一人で礼拝をする

のは、子どもには大きな負担になるので、一人で礼拝できる部屋を用意してもらうようお願いしていま

す。学校によっては、工作室や保健室、校長室を開けてくれるところもあると聞きました。	  

皆さんのお知り合いのお子さんが行っている小学校で、礼拝の許可が下りなかった例はありますか？	  

またどういう交渉をするといいか、なにかアドバイスがあれば、ぜひ教えていただけたら助かります。

どうぞよろしくお願いします。	  

日本のムスリムの子どもたちにアッラーのご援助がありますように。	  
	  

大人でも職場で、同僚が見ているところでひとりで礼拝するのは勇気がいりますよね。他の子が見てい

るところで礼拝することでいじめを引き起こしたり、子どもが礼拝が嫌いになってしまう危険もあるの

で、他の子が見ない部屋があるといいのですが、、アッラーのご援助がありますように。	 	  

その学校は外国人が少なくて、学校としても開校以来初めてのムスリムだそうで、コーディネーターも

いません。着替えも、空き部屋がないので部屋の隅を仕切りで仕切って、その中で着替えさせてもらっ

ているので、これもできれば部屋を用意してもらいたいです。今は担任の先生から校長に聞いてもらっ

ただけなので、次回は私が一緒に行って、校長先生に直接お願いに行く予定です、インシャーアッラー。	  
	  

放送室の倉庫、鍵を一人で借りて返す、というのは、こちらでは中学でも許可が下りませんでした。。

必ず先生がいないといけないということで。きっと校長先生次第ですね。	 教育相談支援センター	 

http://bit.ly/1PaujN1	 こちらですね。愛知県は調べたらこういうのがあるみたい	 http://bit.ly/1G2Yteu	 

さっそく問い合わせしてみます、インシャーアッラー。	  

問い合わせた結果、多くの支援団体を紹介してもらえました。日本語の通訳、翻訳ボランティアをして

くれるところも。	  
	  

今日校長先生とお話させてもらって、アルハムドゥリッラー、図書室で礼拝できることになりました。

初から校長先生と担任の先生の両方にアポイントを取るべきでした。担任の先生から校長先生に伝言

してもらったことで、校長先生は、礼拝中は絶対に人に見られてはならない、失礼になるようなことが

あっては大変、、と逆に心配されてしまったようで、 初に、できません、という答えが返って来たよ

うでした。今回校長先生に直接お会いした際に、礼拝をしている写真や、礼拝時刻表(学校で礼拝しな

ければならないのはズフルだけで、その時間帯は、年間を通して何時から何時の間に 1 回すればいい

という説明のため)、イスラームのパンフレットを持参して、礼拝をするのに場所を取らないこと、時

間も数分で終わることなど詳しく説明したら、いくつか礼拝室の候補を挙げてくださって、一番近くて

給食の時間は人も来ない図書室を見学させていただき、そこに決定しました。キブラもその場で計って、

担任の先生に説明して、子どもさんが 2 年生なので 初は先生が付き添ってくださって、礼拝に行く

ことができることになりました。アルハムドゥリッラー。	  
	  



確かに、いろいろ調べたら、教育委員会の方が学校よりも厄介だったりするようですね。給食の宗教食

対応で、学校が対応していたら教育委員会から停止命令が出た例が掲載されていました。国際交流団体

などを通してアドバイスを求めて、教育委員会は 終的な手段として頭に置いておく程度にした方がよ

さそうですね。	  

静岡 Rさん： 	  

私には小４の娘がいますが、入学する時に着替えは、他の部屋でお願いしたいと頼みました。現在も教

材室で着替えています。今は、各学校に外国人支援員やコーディネーターがいます。その方に相談する

か教育委員会に相談してください。（礼拝についても交渉可能と思います）エジプト人の方の住んでい

るところに日本人ムスリムの方いませんか？日本人がバックにいると学校は変わります。納得できない

かもしれませんが現実です。どなたか協力者がいらしたらお願いします。インシャーラー。	  

教育委員会には外国人の方の教育相談支援センターがあります浜松市では、ポルトガル語、スペイン語、

英語、フランス語で外国人の方からの教育相談に応じることができます。以前、不登校のムスリムの子

供さんの相談をして、そこで中学の先生にお会いして支援につなげることが出来ました。	  
	  

ほかの日本人ムスリムの方も、地域に困っている外国籍のムスリム家族がいたらお手伝いしてください、

不登校の子供さんのことで教育委員会の方とお話しできて今は中学の先生からも電話があります。日本

人ムスリムとしてできることはたくさんあります。自分が前に出て自分を知ってもらうことで、信頼し

ていただくことが出来ます。信頼は自分だけでなく、イスラム教徒を知ってもらえる機会でもあります。

勇気を出してください・・・インシャーラー日本に在住するムスリムの子供たちが不自由なく学校に通

えますように。	  
	  

県や市町村によって、外国人児童の管轄が教育委員会が直接窓口であることもあります。敷居がそんな

に高くありませんので、それぞれの地域によってのアプローチをすればいいと思います。インシャアッ

ラー。	  
	  

横浜	 Mさん： 	  

我が家の場合は、小 2 の娘が入学する際に校長・担任・学年主任と面談し(学校から『3 人で聞いてよ

いか？』という形)、給食や礼拝などについてお願いしました。	  

礼拝については「すること自体は問題ではないが提供する場所については即答はできない」とのことで

した。でも、結局ビデオなどをしまう放送室の倉庫のような部屋を使わせてもらえることになりました。

まだ本人の方が毎日礼拝できているわけではありませんが、使用する時には職員室に寄り鍵を預かって

終了後返却、というかたちです。	  
	  

うちの小学校でムスリムの入学は初めてということで、先生方も「わからないことばかりなのでなんで

も言ってください。できる範囲で対応します。」という感じです。	  

対応の差は、おそらく校長次第なのかなと思いますし、Rさんの仰る通り私が日本人だからというのも

ありそうです。	  
	  

ウチも新任で初めて担任を持つという若い先生でしたので、校長や学年主任も同席したのかもしれませ



ん。断食の話をしたときには養護教諭も来たことを思い出しました。	  

交渉する時は私もとても緊張していて、言うことは言うがとにかく平身低頭お願いするという姿勢を貫

きました。	  

もしかすると、エジプト人の方と新任の若い先生ということでコミュニケーションがうまくとれなかっ

たということがあるかも。アッラーが容易にしてくださいますように。	  

	  

静岡	 Aさん： 	  

全く同じ理由で以前断られた事があります。着替えも先生がつかなければならないからと言われたので、

その時は家から体操着を着ていき、サラートは帰宅後に。	  

その次の年はなにも言われませんでした。部屋も用意して下さいました。	  

部屋が用意出来ない場合、保健室で礼拝していた事もありました。先生もいつも居るし。	  

校長先生や担任の先生によってもかわりますよね。上手くいきますように。	  

	  

福岡の Hさん：  
うちが年度初めに毎年出してる手紙をメールしますので、よかったらまとめファイルに掲載してください。(下記
に添付) 
先生は生徒の個人情報をファイルしてるはずなので、A4にまとめて提出すると大変助かるようです。 
日本語ができない親御さんには Rさんの仰るように日本人のサポートが必要だと思います。こちら福岡市はムス
リムのいろいろなお願いに対して比較的柔軟に対応してくれてます。 
礼拝、給食のことはもちろん、毎週金曜日のジュムア参加、音楽の授業を受けたくない子は受けなくて OK、絵
もこういうのは描かない、とか。 
家庭によってそれぞれですが、各家庭の要求に応えてるかんじです。 
ちなみにうちはイスラームの基本的なことプラス、家庭学習についても交渉しました。 
家庭では学校で出される宿題ではなくて自分たちで決めたものをさせてます。これについても提出した手紙があ

るので一緒に送ります。 
基本的に学校は家庭での時間に介入する権利はないので、クルアーンやアラビア語、他に母国語の学習などに当

てたい家庭は交渉すれば通ります。 
うちはそのおかげで子供たちが学校から帰ってからも宿題に追われることなくゆったりと過ごし、ストレスなく

クルアーンの学習ができてます。日本の学校のカリキュラムでは学校での学習で完成されるよう作られてるので、

宿題をしなくても何ら問題ありません。 
後に一つ意見が。。 

このような交渉で大事なのは、先生や学校と信頼関係を結ぶのが後々も大事です。 
まずは担任と話してみて、無理そうなら校長、教育委員会は 後の手段にしたほうがいいと思います。 
そうでないと、いきなり教育委員会に訴えると、学校と信頼関係が築けなくなる恐れがあります。 
例えると、自分がレストランで働いていたとして、お客さんがその時要求したいことを目の前の自分ではなくて、

レストランを経営する会社の社長に電話して言うようなものです。 
要求は通るかもしれないですが信頼関係は結べないですよね。長々と失礼いたしました。 
すべてのムスリムの子供たちが、信仰を守り、学校生活を送ることが容易となりますように。 
 
 



○○市立○○小学校	 ○年○組	 	 ○○ ○○ 先生	 机下 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
拝啓。 
花と光の麗らかなる仲春の候、○○ ○○先生におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。（注：先生への気

持ちを一行挿入するとよい）ところで、新学期早々、御迷惑をおかけするようで大変恐縮でございますが、勝手

ながら昨年度同様今年度もお願いがございます。 
 
私たち家族はイスラーム教徒であり、その教えに則って生活しております。それは思想信条等の内面だけでな

く行動規範等の外面を伴った教えです。そのため、成人女性には義務及び罰則等が課されます。成人女性の規定

は初潮を迎えることですので、今現在の娘達には一切何も課されません。しかし、成人になって急にできるわけ

ではありませんので、娘達が成長に応じて友人達や先生達と対話しながらイスラームのルールを自主的に周囲と

調和しながら段階的に守ることができるように、私どもは教育的配慮をしております。将来、多様な価値観を有

する国際的多元社会の中で、自らの判断の下、イスラームの教えに則って周りと共存共栄して生きることができ

るようにするためで、御配慮いただけると助かります。 
 
具体的には食物規定、礼拝、服装規定（肌や髪を隠すこと等）及びラマダーンの断食ですが、詳細は「別紙１」

に書いております。食物規定については、昨年度同様、事前に献立を頂き、弁当等で対応いたしたく存じ上げま

す。礼拝についても昨年度同様、給食の準備時間（給食当番でない週）と、給食後（給食当番の週）に娘達及び

他のイスラーム教徒の子弟が新校舎の３階の空き教室を一緒に使わせていただくことは可能でしょうか？また

本人もまだ子供で忘れる事が多いので担任の先生から時折お声掛けいただいておりましたが、今年度もよろしく

お願いできればと存じ上げております。 
 
娘達を始め、イスラーム教徒の子弟は宗教上他のクラスメイトとは違う行動、外見になります。時に誤解と問

題も生じるでしょう。しかし、それを奇貨として置き、互いにぶつかり合いながらも学び合い、相互に違いを認

め合うことで敬意と誇りをもって成長していけばよいなあと勝手ながら存じ上げております。できるだけ差別等

がないように先生方に御配慮いただければ幸いです。 
 
後に、昨年度同様、家庭学習については、家庭でそれぞれの娘の発達と学力を見ながら娘達と決めたいと存

じ上げており、詳細は「別紙２」をご覧ください。具体的には、学校からの計算ドリル、漢字スキル等ではなく、

お絵かきで解く算数の文章題等に変えたいと考えております。というのは、宗教上必須となるアラビア語をほぼ

毎日学習するため負担が多いことのほか、中学生以降、自らの進路に向けて、学習意欲と確かな学力をもって、

家庭学習を自主的に策定して行ける学生になるように娘達を導くため学習意欲と思考力を育成できる独自の家

庭学習で進めていきたいからです。必要に応じて家庭学習の記録を提出しますので、昨年同様の御配慮を頂ける

と幸いです。 
 
何か疑問や思われるところがあれば忌憚なくおっしゃっていただけると幸いです。お手伝いできることがあれ

ば是非協力いたしたく存じ上げます。お願いすることが多くなり大変恐縮でございますが、これから一年間よろ

しくお願いいたします。 
敬具。 
 
平成○○年４月○日 

○年○組	 ○○ ○○（子供の名前）の保護者	 	 ○○ ○○、○○（夫婦の名前） 



「別紙１（１～３年生）」 
イスラーム教徒としての宗教上の御配慮について 

１食物規定の禁忌について 
（１）	 肉類全般、特に豚肉	 ※魚介類や卵、牛乳は大丈夫です。 
（２）	 ゼラチン、肉エキスを含む加工品、だしやコンソメ類。 
（３）	 獣脂由来の乳化剤が含まれたパン等 
※１食べられない献立の際は、代わりのものをお弁当で用意し、娘達が持参いたします。 
※２パンについては獣脂由来のものが含まれるものだけ代わりのパンを持ってきます。 

 
２礼拝について 

1日 5回の義務（初潮後から義務）の礼拝 
（１）	 礼拝の時間 

① 日の出前	 ②	 南中後	 ③夕方（棒とその影の長さが同じになる時刻以降）④日の入り後 
⑤日の入りから約一時間半後 

（２）	 昼の礼拝について 
・給食の用意の時間（給食当番でない時）もしくは給食直後の昼休み（給食当番時） 
・新校舎の３階の空き教室の使用を長女、次女及び他のイスラーム教徒子弟ととともにお願いでき

ますでしょうか？ 
夕方の礼拝について 
・基本的には帰宅後にするが日没が早い冬場は相談 
 

３服装規定について 
	   （１）隠さなければいけない身体の部分（恥部）の規定について 

・大人の女性の場合、恥部は顔と手以外全部。 
・子供もしくは男性の場合、恥部はへそから膝頭まで。 
※第二次性徴の初潮をもって成人となります。 

（２）体育等の着替えについて 
・着替える時に保健室を使用→長女、次女及び他のイスラーム教徒子弟同様よろしくお願いします。 

（３）体操着、水泳着について 
	 	 	 	   ・恥部が隠れる長袖、長ズボン（ただし身体の発達による。無理はしない） 

（４）ヒジャーブ（髪を覆うスカーフ）について 
・大人になる前に準備として着用を考えています。ヒジャーブで登校するようになった場合はクラス

への説明をお願いします。まだ、本人はしていかないと思いますが。 
 

４ラマダーンのサウム（断食）について 
（１）今年度の断食月の時期について 

・６月１８日ごろ～７月１８日ごろ 
（２）サウム（断食）の規定について 

・日の入り～日没まで一切の飲食を絶つ。 
（３）給食停止などについて… 

・断食が義務になった場合、給食を食べない期間がありますので、その間、給食を停止しますので、

よろしくお願いします。 



「別紙１（ヒジャーブ着用直前・４～５年生頃）」 
イスラーム教徒としての宗教上の御配慮について 

１食物規定の禁忌について 
（４）	 肉類全般、特に豚肉	 ※魚介類や卵、牛乳は大丈夫です。 
（５）	 ゼラチン、肉エキスを含む加工品、だしやコンソメ類。 
（６）	 獣脂由来の乳化剤が含まれたパン等 
※１食べられない献立の際は、代わりのものをお弁当で用意し、娘達が持参いたします。 
※２パンについては獣脂由来のものが含まれるものだけ代わりのパンを持ってきます。 

 
２礼拝について 

1日 5回の義務（初潮後から義務）の礼拝 
（３）	 礼拝の時間 

① 日の出前	 ②	 南中後	 ③夕方（棒とその影の長さが同じになる時刻以降）④日の入り後 
⑤日の入りから約一時間半後 

（４）	 昼の礼拝について 
・給食の用意の時間（給食当番でない時）もしくは給食直後の昼休み（給食当番時） 
・新校舎の３階の空き教室を今年度もお願いできますでしょうか？ 

（５）	 夕方の礼拝について 
・基本的には帰宅後にするが日没が早い冬場は相談 

３服装規定について 
	   （１）隠さなければいけない身体の部分（恥部）の規定について 

・大人の女性の場合、恥部は顔と手以外全部。 
・子供もしくは男性の場合、恥部はへそから膝頭まで。 
※第二次性徴の初潮をもって成人となります。 

（２）体育等の着替えについて 
・昨年度、着替える時に保健室を使用→今年度もよろしくお願いします。 

（３）体操着、水泳着について 
	 	 	 	   ・恥部が隠れる長袖、長ズボン（ただし身体の発達による。無理はしない） 

（４）ヒジャーブ（髪を覆うスカーフ）について 
・大人になる前に準備として着用を考えています。ヒジャーブで登校するようになった場合はクラス

への説明をお願いします。 
 

４ラマダーンのサウム（断食）について 
（１）今年度の断食月の時期について 

・６月１８日ごろ～７月１８日ごろ 
（２）サウム（断食）の規定について 

・日の入り～日没まで一切の飲食を絶つ。 
（３）給食停止などについて… 

・断食が義務になった場合、給食を食べない期間がありますので、その間、給食を停止しますので、

よろしくお願いします。	  
 

 



「別紙１（ヒジャーブ着用後・５～６年生頃）」 
イスラーム教徒としての宗教上の御配慮について 

１食物規定の禁忌について 
（７）	 肉類全般、特に豚肉	 ※魚介類や卵、牛乳は大丈夫です。 
（８）	 ゼラチン、肉エキスを含む加工品、だしやコンソメ類。 
（９）	 獣脂由来の乳化剤が含まれたパン等 
※１食べられない献立の際は、代わりのものをお弁当で用意し、娘達が持参いたします。 
※２パンについては獣脂由来のものが含まれるものだけ代わりのパンを持ってきます。 

２礼拝について 
1日 5回の義務（初潮後から義務）の礼拝 
（６）	 礼拝の時間 

① 日の出前	 ②	 南中後	 ③夕方（棒とその影の長さが同じになる時刻以降）④日の入り後 
⑤日の入りから約一時間半後 

（７）	 昼の礼拝について 
・給食の用意の時間（給食当番でない時）もしくは給食直後の昼休み（給食当番時） 
・新校舎の３階の空き教室を今年度もお願いできますでしょうか？ 

（８）	 夕方の礼拝について 
・基本的には帰宅後にするが日没が早い冬場は相談 

３服装規定について 
	   （１）隠さなければいけない身体の部分（恥部）の規定について 

・大人の女性の場合、恥部は顔と手以外全部。 
・子供もしくは男性の場合、恥部はへそから膝頭まで。 
※第二次性徴の初潮をもって成人となります。 

（２）体育等の着替えについて 
・昨年度、着替える時に保健室を使用→今年度もよろしくお願いします。 

（３）体操着、水泳着について 
	 	 	 	   ・恥部が隠れる長袖、長ズボン（ただし身体の発達による。無理はしない） 

（４）ヒジャーブ（髪を覆うスカーフ）について 
・（子供の名前）はヒジャーブで登校しております。昨年は何も問題なく、同学年の子供に受け入れ

られたようで、ありがたいことです。同学年の（ムスリマの友達名）さんも今年度から一緒にヒジ

ャーブを始めたようで、周囲が温かく見守っていけたらと思っています。 
４ラマダーンのサウム（断食）について 

（１）今年度の断食月の時期について 
・６月１８日ごろ～７月１８日ごろ（注：平成２７年度の期間です。毎年異なります） 

（２）サウム（断食）の規定について 
・日の入り～日没まで一切の飲食を絶つ。 

（３）給食停止などについて… 
・断食が義務になった場合、給食を食べない期間がありますので、その間、給食を停止しますので、

よろしくお願いします。	  
	         ・生理期間における断食はむしろ禁止になりますので、給食をその期間は食べて、別の日に変わりの

断食をします。 
 



「別紙２」 
宿題について 

 
１家庭の教育方針について 
（１）	 自主的な学習意欲の育成―自学と連携しながら― 
（２）	 学校の宿題等をしないこと 
（３）	 宿題は家庭が決めること 
（４）	 中学以降に子供たちが自分で宿題を決めていく 

 
２具体的な宿題（家庭学習）について 
（１）	 絵で解く算数の文章問題について 

（ア）	 週二回程 
（イ）	 時間は一題をゆっくり一時間半から二時間 
（ウ）	 お絵かきして像を移動変形させて比較して答えの道筋を見出す。 
（エ）	 式と答えを 後に書く。複雑な計算をゆっくりと。 

�計算ドリルはしません。計算ミスやケアレスミスが多くなり、考えない癖ができるからです。 
（２）	 イメージフィクス法による漢字練習について 

（ア）	 イメージフィクス法とは漢字を視覚イメージ再現で記憶する方法 
（イ）	 目で漢字を写し取り、目を瞑って再現し、不明瞭なところを確認して、漢字の視覚イメージ

を固定させる。 
（ウ）	 一日漢字を一字ずつ復習（漢字テストでできなかったものが対象） 
（エ）	 漢字スキルは書かず、視覚イメージで確認。 

�漢字練習をたくさんやらせるのは全く覚えず、間違えて覚えるのでやらせません。 
（３）	 アラビア語学習について（月・水～金） 

（ア）	 聖典クルアーンの暗誦 
（イ）	 アラビア語初歩 
（ウ）	 女性の先生とスカイプにて師弟関係でしています。 

 
３学校への提出方法 
（１）	 家庭学習＝宿題の計画・実施報告表について 

必要に応じて。 
（２）	 家庭学習＝宿題の提出について 

必要に応じて。 
・計算プリントやテスト類はゆっくり丁寧にする。そのぶん点数が低くても一切の責任は私たちがとります。 
・今のところ、まったく成績は問題ないようです。漢字も点数が高いようで逆に驚いております。漢字練習をし

ていたころより点数が取れています。 


