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                                  ラヱボプゅルョャや ロケヱシ 
 
 
 
 

 ヶプ リΒヨヤジヨャや リョ ゲΒんムャや ょビゲΑ ヶわャや ゆゅらシΕや リョ ラヲボプゅレヨャや りケヲシ メヱゴル ょらシ
  ヶわャや ノもゅホヲャやヱ ゐやギェΕや やヲレ∂ΒらわΑ ヴわェ ∧ユΑゲムャや ラへゲボャや ュヲヤハ ゆ ∂Κ⊥ヅ るタゅカヱ ∩ゅヰわプゲバョ

ギレハ ろをギェ   りケヲジャや マヤゎ ろΒ ∂ヨ⊥シ やクゅヨャヱ ∩りケヲ∂ジャや マヤゎ メヱゴル ユΑゲムャや ラへゲボャやヱ ∩ユシΙや やグヰよ
ヮャヲシケ ヴヤハ メゴレヨャや ゴイバヨャや 聴 ュΚミ ヲワ- ユヤシヱ ヮΒヤハ 聴 ヴヤタ-  ∩ヮゎヱΚわよ ギボバレヨャや

 .ラヲボプゅレヨャや りケヲシ メヱゴル ょらシ ヴヤハ フゲバわレシ ヶヤΑ ゅヨΒプヱ ∩ゲゎやヲわャゅよ ゅレΒャま メヲボレヨャや 

 ラヲボプゅレヨャや りケヲジよ ブΑゲバわャや 

りケヲシ   メヲシケ ヴヤハ ろャゴル ヶわャや ヶワ るΒルギヨャや りケヲダャやヱ ∩るΒルギヨャや ケヲジャや リョ ラヲボプゅレヨャや
聴- ユヤシヱ ヮΒヤハ 聴 ヴヤタ- ゲイヰャや ギバよキギハ ヒヤらΑヱ ∩るレΑギヨャや ゲΒビ ヶプ ヲャヱ り れゅΑへ   マヤゎ

 ギボプ ∧メヱゴレャや ゑΒェ リョ ゅヰらΒゎゲゎ ゅョぺ ∩るΑへ ゲゼハ ンギェま りケヲ∂ジャや  モらホヱ アエャや りケヲシ ギバよ ろャゴル
らゎゲヨャや モわエゎヱ ∩るャキゅイヨャや りケヲシ ギバよ ろバホヱ ∩ブエダヨャや ょΒゎゲゎ ヶプ リΒ∂わジャやヱ るんャゅんャや る

 ギホヱ ∩ラへゲボャや リョ リΑゲゼバャやヱ リョゅんャや ¬ゴイャや ヶプ ノホヱ ∩リよゅピわャや りケヲシ モらホヱ るバヨイャや りケヲシ
.”やクま ”ヅゲゼャや りやキほよ れぺギわよや[1] 

 ラヲボプゅレヨャや りケヲシ メヱゴル ょらシ 

  ゐ⊥ギエΑ ラゅミ ラぺ キ ∂ゲイヨらプ ∧ノもゅホヲャやヱ ゐやギェΕや リョ ゲΒんムャや ユΑゲムャや ラへゲボャや メヱゴル ょミやヱ ギホ
 メゴレ⊥Α ∩ゅ⇔レ∂Βバ ⊥ョ ゅ⇔ゃΒセ ヱぺ ゅ⇔をギェ ヶらレヤャ  ギホヱ ∩ヮヤバヘΑ ゅョ ヴャま ロギセゲ⊥Α ヴわェ ∧ヶらレャや ヴヤハ ゅ⇔Βェヱ 聴

 ゅヰルま :ユヰツバよ メゅボプ ∧るミケゅらヨャや りケヲジャや ログワ ヮΒプ ろャゴル ヵグャや ろホヲャや ヶプ ¬ゅヨヤバャや ブヤわカや
  メヲボャやヱ ∩ノΒジΑゲヨャや りヱゴビ ヱぺ ペヤトダヨャや ヶレよ りヱゴビ ヶプ ろャゴル ヱぺ ポヲらゎ りヱゴビ ヶプ ろャゴル

ィ ゅヨワギェぺ ¬ゅヨャや メヲェ ラΚィケ ブヤわカや ラぺ ゅヰΒプ ゐギェ ギホヱ ∩ウィケぺ ヶルゅんャや  ギΒバシ リよ ロゅイヰ
  ∩ァケゴガャや るヤΒらホ リョ フヲハ ヶレよ ブΒヤェ ヶレヰイャや ラゅレシ ヶルゅんャやヱ ∩ゆゅトガャや リよゲヨハ ヴャヲョ
  ゅΑ ラゅレシ ゥゅッヱ ∩リΑゲィゅヰヨヤャ ゅΑ ヮわイヰィ メゅボプ ∩ヮヤワほよ ギイレわシやヱ ∩ゅヨヰレョ ∃ギェやヱ モミ ゥゅダプ
  やヲ∠ハやギ∠ゎ ギ∠ホぺ ”:メゅボプ ∩メヲヤシ ヶよぺ リよ 聴 ギらバャ ゲらガャや モタヱヱ ∩サゅレャや ノヨわィゅプ ∩ケゅダルΖャ

ゅレバ ∠ィ ∠ケ リ⌒ゃ∠ャ ∩ゅレ∇Βヤ∠ハ ” ｚメク∠Εや ゅヰレ ⌒ョ ぁゴハ∠Εや ｚリ ∠ィ ⌒ゲガ⊥Β∠ャ ⌒るレΑギ ∠ヨャや ヴャま [2]  リハ サゅレャや ヴヰルヱ
聴 メゴルほプ ∩ベゅヘルΗや- ヴャゅバゎ- ヴｚわ ∠ェ ⌒ヮ⇒ｚヤャや ⌒メヲ⊥シ ∠ケ ∠ギレ ⌒ハ ∇リ ∠ョ ヴ∠ヤ∠ハ やヲ⊥ボ⌒ヘレ⊥ゎ ∠Ι ∠ラヲ⊥ャヲ⊥ボ∠Α ∠リΑ ⌒グｚャや ⊥ユ⊥ワ ”:

  リ⌒ゃ∠ャ ∠ラヲ⊥ャヲ⊥ボ∠Α * ∠ラヲ⊥ヰ∠ボ∇ヘ∠Α ∠Ι ∠リΒ⌒ボ⌒プゅ∠レ ⊥ヨ∇ャや ｚリ ⌒ム⇒∠ャ ∠ヱ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⌒れや ∠ヱゅ ∠ヨｚジャや ⊥リ⌒もや ∠ゴ ∠カ ⌒ヮ⇒ｚヤ⌒ャ ∠ヱ やヲ ぁツ∠ヘレ∠Α
 ｚリ ∠ィ ⌒ゲ ∇ガ⊥Β∠ャ ⌒る∠レΑ ⌒ギ ∠ヨ∇ャや ヴ∠ャ⌒ま ゅ∠レ∇バ ∠ィ ｚケ ｚリ ⌒ム⇒∠ャ ∠ヱ ∠リΒ⌒レ ⌒ョ ∇ぽ ⊥ヨ∇ヤ⌒ャ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ャヲ⊥シ ∠ゲ⌒ャ ∠ヱ ⊥り ｚゴ ⌒バ∇ャや ⌒ヮ⇒ｚヤ⌒ャ ∠ヱ ｚメ∠ク∠ ∇Εや ゅ ∠ヰ∇レ ⌒ョ ぁゴ∠ハ∠ ∇Εや 

” ∠ラヲ ⊥ヨ∠ヤ∇バ∠Α ∠Ι ∠リΒ⌒ボ⌒プゅ∠レ ⊥ヨ∇ャや  

 
 

https://mhtwyat.com/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%85%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%a8%d8%a9-%d9%83%d8%a7%d9%85%d9%84%d8%a9-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b4%d9%83%d9%8a%d9%84/
https://mhtwyat.com/%d9%83%d9%85-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%a2%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa%d8%ad%d8%a9/
https://mhtwyat.com/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86/#ref1
https://mhtwyat.com/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86/#ref2


 ラヲボプゅレヨャや りケヲシ るΒヨジゎ ょらシ 

るΒヨジゎ ヶプ ょらジャや ノィゲΑ りケヲシ   ヶわャやヱ ∩りケヲジャや ヶプ ∃るΑへ メヱぺ ヴャま ユシΙや やグヰよ ラヲボプゅレヨャや
 ペエャや ゅヰΒプ メヲボΑس ヮルゅエΒシ-ギボプ ∧”..ラヲボプゅレヨャや ポ¬ゅィ やクま :   リハ りケヲジャや マヤゎ ろを∂ギエゎ

  ∩ネやギカヱ ∃ゲムョ リョ ヶらレャや ノョ ヮルヲヤバヘΑ やヲルゅミ ゅョヱ ∩ユヰゎゅヘタヱ ∩ユヰプゅタヱぺヱ ∩リΒボプゅレヨャや メやヲェぺ
 聴 ∂リムャヱس モィヱ ゴハ-  モミ ヶプ リΒボプゅレヨャや メゅェ ヲワ やグワヱ ∩リΒハキゅガヨャや ゲムョ リョ ヮ∂Βらル ヴイル

  ∩ラゅヨΑΗや ヶらレヤャ ラヱゲヰヌ⊥Α やヲルゅミ ギホヱ ∩ラヲレトら⊥Α ゅョ フΚカ ラヱゲヰヌ⊥Α ∧ ∃ラゅムョヱ ∃ラゅョコ
ヲレトら⊥Αヱ.ラヱゲわゼΑ ゅョ ザゃよヱ ∩ユヰΑギΑぺ ろョギホ ゅョ ザゃよ ∧ゲヘムャや ラ [4] 

 ラヲボプゅレヨャや りケヲシ モツプ 

 リョ ゲΒんムャや れキケヱ ∩ゅヰΒヤハ るらドやヲヨャやヱ ∩ゅヰわもやゲホ ヴヤハ るョヱやギ ⊥ヨャや ヴヤハ ゅレ∂ん ⊥エゎ ヶわャや モもゅツヘャや
ヶらレャや ラま :モもゅツヘャや マヤゎ リョヱ- ユヤシヱ ヮΒヤハ 聴 ヴヤタ- ラゅミ ゲホ ヴヤハ ゅ⇔らドやヲョ マヤゎ り¬や

 リョ ラヲヨヤジ⊥ヨャや ケ∂グエ⊥Α ラぺヱ ∩ユワゲョぺ ウツわヘ⊥Α ヴわェ マャクヱ ∩るバヨイャや りΚタ ヶプ りケヲ∂ジャや
 レャゅよ ラヱギわボΑ やヲルゅミ るよゅエダャや ラΕヱ ∩ユヰハやギカヱ ユワギもゅムョ  ∩ゅヰわもやゲホ ヴヤハ ラヲョヱゅ⊥Α やヲルゅムプ ∧ ∂ヶら

 ∃ょャゅヅ ヶよぺ ∠リよ ｚヶヤハ ｚラま :∠りゲΑゲワ ヶよΕ ⊥ろ∇ヤ⊥ホ”:マャク ヴヤハ モΒャギャやヱ-  ラゅミ クま ヮΒヤハ ⌒聴 ⊥ラやヲッケ
 ヲよぺ メゅボプ” ∠ラヲ⊥ボ⌒プゅ∠レ ⊥ヨ∇ャや ∠ポ ∠¬ゅ ∠ィ や∠ク⌒ま“ ヱ ⌒るバヨイャや ∠りケヲシ ⌒るバヨイャや ⌒りΚタ ヶプ ⊥ぺ ∠ゲボΑ ⌒ベやゲバャゅよ

 ⌒聴 ⊥メヲシケ ラゅミ マャグミ :∠りゲΑゲ⊥ワ-Βヤハ ⊥聴 ヴｚヤタユｚヤシヱ ヮ-  ”ぺ ∠ゲホ [5]  リョ ゅワゲΒビ ゅョぺ ∩
ェΕや ヲワ ヮよ ヅヲレヨャや ラΕ ∧ゅヰャ るエΒエタ ゑΑキゅェぺ Κプ ∧モもゅツヘャや  ヶプ るエΒエダャや ゑΑキゅ

 .ケヲジャや るΒヨジゎ ゆゅらシぺ ケゅヰヌわシや 

  ユワぺヱ ∩ ラヲボプゅレヨャや りケヲシ メヱゴル ょらシ ヴヤハ フゲバわャや ゅレレムヨ⊥Α メゅボヨャや やグワ メΚカ リョヱ
  ゅヰらΒゎゲゎヱ ∩ゅヰゎゅΑへ キギハヱ ∩ゅヰわΒルギョヱ ∩ゅヰわΒムョ ゑΒェ リョ ラヲボプゅレヨャや りケヲシ リハ れゅョヲヤバヨャや

 やグヰよ りケヲジャや ログワ るΒヨジゎ ヶプ ょらジャや ゅョヱ ∩ユΑゲムャや ラへゲボャや ケヲシ リΒよ  れぺギわよや ユャヱ ∩ユシΙや
¬やギわよΙや やグワ ヮィヱ ゅョヱ ∩るミケゅらヨャや りケヲジャや 

 

https://mhtwyat.com/%d9%85%d8%a7-%d8%b3%d8%a8%d8%a8-%d9%86%d8%b2%d9%88%d9%84-%d8%b3%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%87%d9%81/
https://mhtwyat.com/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86/#ref4
https://mhtwyat.com/%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%88%D9%86/#ref5

	التعريف بسورة المنافقون
	سبب نزول سورة المنافقون
	سبب تسمية سورة المنافقون
	فضل سورة المنافقون

