
縦釧つ り 0更 電ン ト ラ  マノヽ 。ムリチュンジヤヤ 。マン トラ (オーム・ トラヤンバカム )

× 3

Om Trayambakam Yajamahe

Sugandhim Pushtivardhanam

Urvarukamiva Bandhanan

Mrityor Mukshiya Mamritat

Om Sarvesham Svastir Bhavatu

Sarvesham Shntir Bhavatu

Sarve Bhavantu Sukhinah

Sarve Santu Niramayaah

Sarve Bhadrani Pasyantu

Asato Ma Sat Gamaya

Tamaso Ma Jyotir Gamaya

Mrityor - ma Amritam Gamaya

Om Purnamadah Purnamidam

Pu rnat Purnam udachyate

Purnasya Purnamadaya

Purnamevavashishyate

Om Shantih Shantih Shantih

オーム トラヤンバカン ヤジヤーマヘ

スガンデイム プッシュティバルダナ

ウルバールカミバ バングナン

ムリュティヨー ムクシーヤ マムリターッ

オーム サルベーシヤーン スヴアスティル ババトウ

サルベーシヤーン シャンテイリレ ババトウ

サルベー ババントウ スキナー

サルベー サントウ エラーマヤ

サルベー バットラーニ パシヤントウ

アサトー マー サツ ガマヤ

タマソー マー ジヨーティール ガマヤ

ムリュッティヨーマー アムリタム ガマヤー

オーム プルナマダー プルナミダン

プルナーッ プルナムグツチヤテー

プリレナッシヤー プルナマーダーヤ

プルナメーバーバシェッシャテー

オーム シヤンテイ シヤンテイ シヤンテイヒー

× 3

Sarvesham Purnam Bhavatu        サルベーシヤーン プルナム ババトウ

Sarvesham Mangalam Bhavatu       サルベーシヤーン マンガラム ババトウ

Ma Kaschld― Dukha― Bhag― Bhavet     マー カスチツ トウカ バーッ パベーッ

(先生が) Om Bolo Sat Guru S市 ananda Maharaja Ki! ― (皆で)]ail ジャイ !

(先生が) Om Bolo Swami Vishunu¨ Devananda Maharaja Ki! ― (皆で) Jai! ジャイ !



Un市ersal Praverユニバーサル プレイヤー

オーム 愛と慈 しみに満ちた敬うべきものよ あなたに敬服いたします

遍 く世界に広がる全知全能のサッチダーナンダ 唯一無二の内なる存在よ

どうか私たちの心が平等と均整、献身と智叡、そして誠の心で満たされますように

心を統制 し、誘惑に打ち勝つ強さをお与え ください。

私たちを我執、欲望、怒 り、貪 り、憎 しみと妬みから解放 して ください。

私たちの胸にその高き徳を賜 りますように

あなたがいかなる変容を遂げるとしても、その名、そしてその姿をいつまでも心に抱き

あなたに仕えることができますように。

絶えずあなたとともに在 り、その栄光を讃え、唱えさせてください。

永遠に私たちがあなたのもとにとどまっていられますように。

は じ め の マ ン ト ラ  デ イ ヤ ナ ・ ス ロ ー カ (ガ ジ ヤ ナ ナ ム )DHYANA SLO KAS (GAJANANAM)

OM× 3                        オ……ム X3

Gajananam Bhutaganadi Sevitam ガジャーナナン ブータガナーディ セビターム

Kapittha]ambu Phala Sara Bhakshitam    カピッタ ジャンブー パラ サーラ バクシタム

∪ma Sutam Shokavinasha Karanam     ウマー スタン ショーカビナーシャ カーラナーム

Namam∨ lghneshvara Pada Pamkajam    ナマーミ ビグネーシュバラ パーグ パムカジヤン

Shadananam Kumkuma Raktavarnam     シャダーナナム クンクマー ラツクタバールナ

Mahamatim D vya Mayura∨ ahanam     マ八―マテイン デイッビィヤ マユーラ バー八ナム

Rudrasya Sunum surasalnya Natham     ルッドウラツシヤー スーナン スラサンニヤ ナータム

Guham Sadaham Sharanam Prapadye     グ八ム サグ八ム シヤラナム プラパーデイエ

Ya Kundendu ttushara Hara Dhavala    ヤー クンデンドウー トウシャーラ ノヽ一ラ ダバラー

Ya Shubhra Vastravrita

Ya Vina Varadanda Mandita Kara

ヤー シユツプラー バストラープリター

ヤー ビーナー ノヽラダングー マンデイタ カラー

Ya Sh∨ eta Padmasana          ヤー シュヴェター プくドマーサナー



Ya Brahmaachyuta Shankara Prabhrt bh h   ヤー プランマーチユウター シヤンカラー プラブリティブヒヒ

Deva ih i Sada Pu j ita デバーイヒ サグー プージタ

Sa Mam Patu Saraswati Bhagavatl      サー マン ノく―トウー サラスワテイー バガノヽテイー

Nissesha Jadyapaha ニッシェーシヤ ジヤディアーパープヽ

Om Namah Shivaya Gurave オーム ナマ シバーヤ グラベー

Sat - Chid - Ananda Murtaye tv79f>9 L)bFx-

Nishprapanchaya Shantaya =9t)i)\>7p-? >">/r-p

Sri Sivanandaya Te Namaha スリー シバーナングーヤ テ ナマ八―

Sri Vishnu Devanandaya Te Namaha 7t)- ts):3 7)\-+>9-Y 7 ,Y/\-

0m Sarva Mangala Mangalye

Shive Sarvartha Sadhike

Sharanye Trayambake Gauri

オーム サルバ マンガラ マンガリエー

シベー サルバータサーディケー

シヤランニエ トラヤンバケ ガウリー

Narayani Namostute Narayani Namostute t-=?-= +-.7l-rz t-=17-- 7.T.7-Fri

om shanrih Shantih Shantih i-b >">=1 >p>71 >">71c-

アラテイ (1日の始まりと終わりの火の浄化のお参り)Arati

ジャヤ ジヤヤ アラテイ ヴイグナーヴイナーヤカ ヴイグナーヴイナーヤカ スリ ガネーシヤ

ジヤヤ ジヤヤ アラテイ スプラマーンニヤ スプラマーンニヤ カールテイケーヤ

ジヤヤ ジヤヤ アラテイ ヴェヌゴパーラ ヴェヌ」
｀
パーラ ヴェヌローラ

バーパヴィドウーラ ナヴアニータ チョーラ

ジヤヤ ジヤヤ アラテイ ヴエンカタラマナ ヴェンカタラマナ シヤンカタノヽ一ラナ

シター ラーマ ラデイシュヤーマ



ジヤヤ ジャヤ アラティ ガウリ マノー八ラ ガウリ マノー八ラ バヴァーニ シャンカラ

サーンバサダーシヴァ ウマ マヘシュワラ

ジヤヤ ジャヤ アラテイ ラージャ ラジェシュワリ ラージヤ ラージェシュワリ トリプラー スングリ

マ八― ラクシュミ マ八― サラスワティ マ八― カーリー マ八― シャクティ

ジヤヤ ジャヤ アラティ アンジャネーヤ アンジャネーヤ 八ヌマーンタ

ジヤヤ ジャヤ アラティ ダッタートレーヤ ダッタートレーヤ トリムルティ アヴァターラ

ジヤヤ ジャヤ アラティ アディターヤ アディターヤ バスカラーヤ

ジヤヤ ジャヤ アラティ サニシュワーラーヤ サニシュヮーラーヤ バスカラーヤ

ジヤヤ ジャヤ アラティ シャンカラチヤリヤ シャンカラチャリヤ アドゥヴァイタ グラヴェ

ジヤヤ ジャヤ アラティ サッグル ナータ サッグル ナータ シヴァナング

ジヤヤ ジャヤ アラテイ ヴィシュヌデヴアナング ヴィシュヌデヴァナング ヴィシュヌデヴァナング

ジヤヤ ジャヤ アラティ アガスティヤ ムナヘ アガスティヤ ムナヘ スリ ラマー プリヤーネ

ジヤヤ ジャヤ アラティ アヤッパ スワミヘー アヤッパ スワミヘー ダルマ シヤースタヴェ

ジヤヤ ジャヤ アラティ ジーザス グラヴェ ジーザス グラヴェ ブッグ グラヴェ

ジヤヤ ジャヤ アラテイ モ八メド グラヴェ グル ナナック グラヴェ サマスタ グル ビョー ナマノヽ

ジヤヤ ジャヤ アラティ ヴェヌゴパーラ

オーム ナ タットラ スリョ バーティ ナ チャンドラ ターラカム

ネーマー ヴィデュゥト パーンティ クトーヤマグニヒ

トウワメーヴァ ノt―ンタ マヌノヽ一ティ サルヴアン

タシャ バーシャ サルヴアミダム ヴィノt―ティ

オーム ガング チャ ヤムネ チャーヴァ ゴダーヴァリ サラスワティ

ナメーデ シンドゥー カーヴェリ ナマストウバヤム ナモー ナマ八

トウワメーヴァ マター チャ ピタ トゥヮメーヴァ

トウワメーヴァ バンドゥスチャ サカー トゥワメーヴァ

トウワメーヴァ ヴィディャー ドラヴィナム トゥワメーヴァ

トウワメーヴァ サルヴアン マーマ デーヴア デーヴァ



カイェーナ ヴアーチヤー マナセンドリヤーヴアー

プーデイヤトマナヴアー プラカリテ スワバーヴァド

カー□一ニ ヤツト ヤツト シヤカラム パラスマイ

ナラーヤナー イテイ シヤマプラヤーミ

サルヴア グルマーン パリテイヤージヤ

マーメカム シヤラナム ヴイラジヤ

ア八ム トウワ サルヴエパペビョー

モクシヤ イシヤーミ マー スチヤ
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キルタンとはネ申の名を歌 うこと。

これは神に
'1逹

するための

最も簡単で、確実で、安全な方法です。

キルタンはネクター (生 命力の蜜)で す。

キルタンは塊のための神の栄養です。

キルタンはあなたを永遠に します。

―  スワミ・シヴアナンダ




