
起床・朝ごはんモスクで礼拝・お墓参り
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喜び勇んで親戚の家を訪ねた
ら、その親戚は出かけたあと…
ということも。きちんと約束
せず、適当に訪ねていきます。
いきあたりばったり？！

池田悠子
マレー系マレーシア人と結婚してちょうど10
年。夫は6人兄弟、甥姪は14人、いとこはざっ
と100人ぐらい、親戚の数は把握できず...。
夫婦二人暮らしですが、マレー系の親族関係
は濃く、何かと愉快な日々を過ごしています。

ことば編

ハリラヤ 当日編

ハリラヤというと「断食明け大祭」を指しますが、それだけではありません。
マレー語でhariは「日」、rayaは「大きい・公共の」という意味です。
まずは言葉の確認をしましょう。

ハリラヤ当日、マレー系の皆さんは、どんな一日を過ごしているので
しょうか。人によって多少の違いはあると思いますが、私が経験し
た一日のスケジュールをまとめてみました。

ハリラヤ
断食明け大祭
hari raya puasa
puasa ＝断食・斎戒（飲食に限らず全ての欲を慎む
という意味では「斎戒」という訳の方が近い）

hari raya Aidilfitri 
Aidilfitri ＝アラビア語の「イード・アル = フィトル」
が由来。アラビア語ではこれだけで「断食明け大祭」
を表す。

犠牲祭
hari raya haji 
haji＝メッカ大巡礼

hari raya korban 
korban ＝犠牲

hari raya Aidiladha 
Aidiladha ＝アラビア語の「イード・アル = アドハー」
が由来。

日頃の失礼をどうかお許しください。
（左記の挨拶に続けて言う言葉）
Maaf zahir dan batin. 

１日のスケジュール 一番多かった時で１日に７軒
訪問しました。前日まで断食
してたのに、ハリラヤにごち
そうを食べ続けるマレー人の
胃袋は強いと思う！

今年は５月３日がハリラヤです。ちょうどこの５月号がお手元に届く頃、街は浮今年は５月３日がハリラヤです。ちょうどこの５月号がお手元に届く頃、街は浮
かれていることでしょう。大きな祝日なのに、「ハリラヤってイスラムのお正月？」かれていることでしょう。大きな祝日なのに、「ハリラヤってイスラムのお正月？」

「毎年５月なの？」「どんな挨拶をすればいいの？」など、あやふやなこともあり「毎年５月なの？」「どんな挨拶をすればいいの？」など、あやふやなこともあり
ますよね。そこで今回の特集では、ハリラヤに関するあれこれを紐解いていきたますよね。そこで今回の特集では、ハリラヤに関するあれこれを紐解いていきた
いと思います。コロナ禍で通常のハリラヤを過ごせなかった２年間でしたが、今いと思います。コロナ禍で通常のハリラヤを過ごせなかった２年間でしたが、今
年は良き方向へ進むことを願って、コロナ禍以前に経験したハリラヤの様子を紹年は良き方向へ進むことを願って、コロナ禍以前に経験したハリラヤの様子を紹
介いたします。少しでもマレー系の文化の理解に繋がりますように。またマレー介いたします。少しでもマレー系の文化の理解に繋がりますように。またマレー
語学習の役に立てますように。 語学習の役に立てますように。 (文・池田悠子 /イラスト・山田さなえ)(文・池田悠子 /イラスト・山田さなえ)

挨拶
salam 

寝る
tidur

raya がつく言葉②
ハリラヤを意味する raya

ラヤのお金
duit raya
お年玉のようなもの。

（コラム２参照）

ラヤのお菓子
kuih raya
日持ちする干菓子がほとんど。
クッキー、豆菓子、チップス、
何でもあり。透明な容器に入
れて並べ、自由に食べてもら
えるようにする。

ラヤの服
baju raya
ハリラヤのために新調する服。
民族衣装は普段から売られて
いるが、ハリラヤ前は特設コー
ナーで盛大に売り出される。

ハリラヤを祝う
beraya
ber- を つ け る と 動 詞 に な る。
特にお祝いのために「訪問す
る」ことを言う。

起きる
bangun

食べる
makan

飲む
minum

ハリラヤの礼拝
solat hari raya

お墓
kubur

写真を撮る
ambil gambar

テレビを見る
tengok TV

ハリラヤに関する
マレー語特集 

　　　　　犠牲祭とは？
預言者の一人イブラヒムが息子を
アッラーに捧げようとしたその忠
誠心を称える祝祭のこと。この折
にメッカ大巡礼が行なわれる。ま
た大巡礼に参加しないが経済的余
裕がある人は牛や羊を捧げて、貧
しい人に振舞ったり皆で分け合っ
たりする。

親戚や友人宅を次々と訪問し、
大勢でハリラヤを祝う。家から
家へと車数台でずんずん移動。 

               お金のハナシ　～ duit raya ～

ハリラヤ前日までにしておくことは、大掃除。ということになって
はいますが、そんなに真剣に大掃除している姿は見たことがありませ
ん。それよりも、配るお金の準備が大事です。お年玉にそっくりなduit 
rayaですが、我が家の場合は、甥姪用に10リンギ、親戚用に5リンギ、
ばらまき用に2リンギ、合計300リンギ程度は用意しておきます。

子供たちは近所中も訪問して、このduit rayaをもらいます。ただ玄
関先でぱぱっともらえるわけではなく、そのお宅に上がりお料理やお菓
子を頂くことが大切です。多少の時間を過ごしたら、その家の大人たち
にきちんと挨拶をします。子供から大人にする場合、相手の右手の甲に
キス、または相手の右手の甲に自分のおでこを付ける、という尊敬の念
を込めた挨拶をします。お金はそう簡単にはもらえないノダ。

うちに帰る
balik rumah

あいさつ
ハリラヤおめでとうございます。

（話す時）
Selamat hari raya. 

（メッセージなどを書く時）
Selamat hari raya Aidilfitri. 

（政府のポスターなど正式バージョン）
Selamat menyambut hari raya Aidilfitri.
menyambut ＝お祝い申し上げます

どの言い方をしても構いません
が、きちんと書くときはアラビア
語由来が好まれるようです。

ごちそうの前に、紅茶を
飲んだりパンを食べたり
する人もいる。

帰宅して晩ごはんを終えたら、お菓子
を食べたりテレビを見たり家族団らん。

通常の 1 日 5 回の礼拝と
は別に、朝 8 時頃モスク
で大々的な礼拝が行なわ
れる。女性の参加は自由。 

皆でお祝いの食事を頂く。一人ずつ手を取り
合って挨拶の言葉を交わし、家族写真を撮る。 

               大切な挨拶　～ salam ～

ムスリムの普段の挨拶は「アッサラームアライクム（あなたの上に平
安あれ）」です。そう言われたら「ワアライクムサラーム（あなたの上
にも平安あれ）」と返します。同性同士一人一人と握手しながら（男女
間で触れるのはNG。子供や家族を除く）挨拶を交わし、ハグはお互い
の気持ちが盛り上がった時だけします。コロナ禍では、右手を自分の胸
に当てる敬意を表す挨拶を日常でも使うようになりました。

ハリラヤの挨拶では謝罪の言葉が肝心で、家族間でわざわざ挨拶の時
間が設けられます。母親たちは年頃の子たちが謝罪してくるこの時間が
とても楽しみなようです。また、夫や兄弟たちは義母に対して涙を流し
ながら挨拶していて、その後は心なしか顔がスッキリしているように見
えました。過去はバッサリ清算して、今を楽しく生きるノダ。
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この時期に行なうのをハジ（大巡礼）、
いつでも自由にできるのをウムラ（小
巡礼）と言って、区別していますよ。

raya がつく言葉①
その他の意味の raya

スーパーマーケット
pasar raya

ハイビスカス（国花）
bunga raya

都市
bandar raya

高速道路
lebuh raya

総選挙
pilihan raya

ハリ ラヤ プアサ

ハリ ラヤ アイディルフィトゥリ

ハリ ラヤ ハジ

ハリ ラヤ コルバン

ハリ ラヤ アイディルアドゥハ

スラマッ ハリ ラヤ

スラマッ ハリ アイディルフィトゥリラヤ

スラマッ ハリ アイディルフィトゥリラヤムニャンブ

マアフ ザヒル バティンダン

パサー ラヤ

ブンガ ラヤ

バンダー ラヤ

ルブフ ラヤ

ピリハン ラヤ

テンゴッ ティービー

ティドー

バングン

バリッ ルマ

サラーム

アンビル ガンバー

マカン ミヌム

クボー

ブㇽラヤ

バジュ ラヤ

クエ ラヤ

ドゥイ ラヤ

ハリ ラヤソラッ

イスラムの二大祭り「断食明け大祭」と「犠牲祭」は、実はどちらもマレー語でハリラヤと呼ばれています。
今日のテーマは断食明け大祭の方のハリラヤですが、まとめて覚えておきましょう。
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ハリラヤ　前後１か月編マレー文化編
そもそもラマダンとは断食という意味ではなく、断食を行なう月の名称です。ラマダンの１か月、
そしてハリラヤの１か月を見ていきましょう。

あのごちそうの材料は？　マレー人の民族衣装の名称は？　
マレー系の料理や服装について、さらに知識を深めていきましょう。

ラマダンとシャワール
料理

民族衣装

手土産文化はないけれど
～ open house ～

　マレー人のお宅にお呼ばれしたら、服装は？
手土産は？と気になることが多いでしょう。特
にオープンハウスは、いつでも誰でもウエルカ
ムみたいな呼ばれ方をするので、最初は戸惑い
ます。少なくとも日にちは決まっていますが、

時間は日中なんとなくという感じ。11時から
と言われてその時間に行こうものなら、まだ準
備中だったりするので、午後ゆっくり出かける
のがいいでしょう。服装は、あまり露出が多く
なければ問題ありませんが、この機会に民族衣
装を着てみてはいかがでしょうか。
　日本のような手土産文化はマレーシアには
ありません。その代わり、ごちそうをきちん

と頂くことが大切です。オープンハウスはホ
スト側が、日頃の感謝を表すべくごちそうを
振舞う日。神に対する善行でもあります。そ
のごちそうはホストの愛情なので、食べない

（＝愛情を受け取らない）というのは失礼に当
たります。とにかくありがたく頂き、お代わ
りもしてお菓子もぱくぱく食べたら、とても
喜んでもらえますよ。

クトゥパッとルマン
は、レンダンと一緒
に食べます。ルマン
は道端で竹筒を並べ
て焼いているので、
それを買いますよ。

　　コロナ禍でのハリラヤ

　この２年は新型コロナウィルスによる行動
制限の影響で、にぎやかなハリラヤを過ごすこ
とはできませんでした。私達夫婦は帰省や訪問
をせず自宅で過ごしましたが、夫はレンダン作
りに挑戦し、それなりにごちそうとお菓子を並

べてお祝いしました。ただマレー系はもともと
大家族の傾向があります。私の友人は７人子
供がいますし、祖父母が同居や近所にいること
も珍しくありません。コロナ禍のハリラヤでも、
皆さんそれなりに楽しそうでした。
　インシャアッラー（神が望むままに）という
言葉があるように、何があってもあまり深く気

を揉まず、今を楽しむのがマレー人の良いとこ
ろだと感じています。今年のハリラヤが、そし
て来年のハリラヤがどうなっているか、神のみ
ぞ知る。ここに描いた賑やかで何の不安も心配
もないハリラヤやそんな日々を、未来の私たち
が生きていることを願っています。

田舎ではまずココナ
ツの実を取ってきて
santan も kerisik も
手作りします。都会
で は ど ち ら も ス ー
パーで売っています
し、さらに便利なレ
ンダンペーストもあ
りますよ。

ハリラヤとか、結婚式とか、親族みん
なで服の色を統一させるのが大好き！
大人数で合わせる時もあるし、少なく
とも夫婦の間では必ず色を合わせま
す。何歳になってもペアルック♥

ハリラヤは祝日の２日間だけ
ではなく、実は１か月ずっと
ハリラヤ期間なんです。平日
は仕事をしますが、土日はお
祝いモード全開。私はごちそ
う疲れしちゃいます。

男性の帽子（正装）
songkok
折りたためない硬さで、色は黒。正式な行事（入
学式や卒業式、結婚契約式、政治家の宣誓式など）
の時に着用する。

男性の帽子
kopiah
折りたためる柔らかさで、色も生地も様々。
普段使いのもので、特に礼拝の時に着用する。

男性の腰巻
samping

女性が頭を覆うもの
tudung
※アラビア語由来では hijab（ヒジャブ）
と呼ばれる。

ブローチ
kerongsang

竹筒にバナナの葉を入れてか
ら、もち米とココナツミルク
を入れて蒸し焼きにしたもの
lemang

にんにく
bawang putih

乾燥とうがらし
cili kering

ローストココナツペースト
kerisik
水分が少ないココナツの実の白い部分をがりが
り削って、それをじっくり炒めると油分がじわ
じわと出てきて茶色いペーストとなる。

伝統的なスパイス煮込み
rendang

鶏肉
ayam

牛肉
daging

赤たまねぎ
bawang merah

レモングラス
serai

しょうが
halia

ガランガル
lengkuasウコン

kunyitキャンドルナッツ
buah keras

ひそかに気になる民族衣装。一度着てみたいものですよね。上下合わせて 100 リンギぐらいから気軽に
買えます。まずは名称を覚えて、一着そろえてみませんか。

コブミカンの葉
daun limau purut

ウコンの葉
daun kunyit

タマリンド
asam jawa

ココナツミルク
santan　

編み込んだ椰子の葉の中に
米を入れて茹で固めたもの
ketupat

男性の民族衣装
baju melayu

女性の民族衣装
baju kurung

2022 年／イスラム暦 1443 年

ハリラヤのお祝いには欠かせないレンダンですが、ハリラヤのみという風習ではなく、レストランによっては通常
メニューにもあります。あの複雑な味を生み出す材料を探り、食材のマレー語を覚えましょう！

イスラム暦のお正月もちゃんとあります。2022 年は 7 月
30 日が、イスラム暦 1444 年の 1 月 1 日にあたります。

５月は祝日がたくさんありま
すね。マレーシアの祝日は、
イスラム教、キリスト教、仏
教、ヒンドゥー教と、宗教関
係が多いですよ。

　　　   イスラム暦
イスラム暦（ヒジュラ暦とも呼ばれる）は、西暦 622 年から始まった太陰暦。29
日の月と 30 日の月があり、1 年は 354 日となる。つまり毎年 11 日ずつ早まっていく。

11 月

10 月

9 月

8 月

7 月

6 月

5 月

4 月

3 月

2 月

Zulhijjah
ズルヒッジャー

Zulkaedah
ズルカーダ

Syawal
シャワール

Ramadan
ラマダン

Syaban
シャーバン

Rejab
ルジャブ

Jamadil Akhir
ジャマディル　アッヒル

Jamadil Awal
ジャマディル　アワル

Rabiul Akhir
ラビウル　アッヒル

Rabiul Awal
ラビウル　アワル

Safar
サファー

Muharam
ムハラム1 月

12 月 巡礼の月

安住の月

断食明けを祝う月

断食の月

断食に向けて盛り上がっていく月

キブラ（礼拝の方向）を定めた月
預言者昇天の月  

荒原の月２

荒原の月１

春の月２

春の月１
預言者ムハンマドが生まれた月

悪い行ないを避ける月

戦いを禁ずる月

3
4

4 月 5 月

※１

※ 2

※１　正確に言うと４月２日の日没後からがRamadan １日となる。
※２　ムハンマドが初めて神の啓示を受けた日。

断食・斎戒
puasa

平穏な断食明けを。
Selamat berbuka puasa.
だいたい夕方５時頃から言い始める。

ラマダン市
Bazar Ramadan 
ラマダンの時だけ開かれる。断食明けの
食事を買いに来る人で溢れる。

プアサ

１日の断食明け
buka puasa

プアサブカ

プアサブㇽブカスラマッ

ラマダンバザール

balik kampung　
田舎に帰る。帰省。「ば～りかんぽ～
ん♪」という陽気な定番曲があるほ
ど、マレー人にとって楽しいこと。

open house
ハリラヤ期間のとある一日に、友人
や知り合いを自宅に招き、ビュッ
フェのように自由に取って食べられ
るものを用意しておく。

カンポンバリ

ハウスオープン

ラマダン月
シャワール月（ハリラヤ）

ルンクアス ダウン クニェッ

ダウン リマウ プルッ

スライ

アッサム ジャワ

サンタン

クリスィッ

チリ クリンルマン
アヤム

ダギン

クトゥパッ

バワン メラ

バワン プテ

ブア クラス

クニェッ
ハリア

レンダン

ソンコッ

コピア

サンピン

バジュ ムラユ バジュ クルン

トゥドゥン

クロンサン
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