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Pak
sar - zamin
shad
パーク サール ザ ミ ーン シャ ードゥ

Tu - nisha- ne az - mi - a - li トゥ ーニシャーネーアズ ミ アーリー

Pak
sar - zamin
ka
niパーク サー
ル ザ ミ ーン カー ニ

bad
バ ー ドゥ

shan
ar - zi - Pa - kis -tan
シャーン アル ジーパーキス ターン

zam
ザーム

Qaum
mulk
sal - tanat
クォーンムルック サルッ タ
ナット

Pa - in - da - ta bin- da -bad
パーイン ダッ タ ビン ダーバードゥ

Par -chami - si ta - ra o
hi
パルッ チャ
ミィ ースィタ ーラオ ーヒ

lal
ラール

tar - juma- ne ma- zi -sha- ni
タルッ ジュマーネーマーズィーシャーニィ

hal
ja - ne ish -taq- bal
ハール ジャ－ネィイシュタク バール

      
     
      
     
      
     
kish - ware - ha
seen
shad
キー
ショ ワレ ーハシーン シャ ードゥ

b a d バードゥ ー

Mar - ka zi - yaqin
shad
マール カジ ーヤキーン シャ ードゥ

bad
バードゥ

qu - wa ti - akhu - wa ti - a
ク ーワティ ーア ク ーワティ ーア

wam
ワーム

shad
ba - dman - zi li
シャードゥ バ －ドゥ
マン ズィリ

-muーム

Rehe - ba ri - ta ra - qi o - ka
レヘッ バリェ ータラッ
キオ －カ

Sa - ya i
サ ーヤイェ

khuda - - e zul - ja
フダ ーエ
ズルッ ジャ

rad
ラードゥ

maa l マール








lal
ラール

（1番）
（1番）
Pak sarzameen
sarzameen shad
shad bad
bad
（パキスタンの清浄な大地を讃えよ）
Pak
（パキスタンの清浄な大地を讃えよ）
Kishwar-e-Haseen shad
shad bad
bad （美しき国に栄えあれ）
（美しき国に栄えあれ）
Kishwar-e-Haseen
Tou Nishaan-e-Azm-e-aali
Nishaan-e-Azm-e-aali shan
shan Arz-e-Pakistan
Arz-e-Pakistan （汝は崇高な意思の象徴なり
（汝は崇高な意思の象徴なり 祖国パキスタンよ）
祖国パキスタンよ）
Tou
Markaz-e-yaqeen Shad
Shad bad
bad
（われらの教えのよりどころ）
Markaz-e-yaqeen
（われらの教えのよりどころ）
（2番）
（2番）
Pak sarzameen
sarzameen ka
ka nizaam
nizaam
（この清浄な大地の源は）
Pak
（この清浄な大地の源は）
Qouwat-e-Akhouwat-e-Awam
Qouwat-e-Akhouwat-e-Awam （人々の力強き友愛なり）
（人々の力強き友愛なり）
Qaum
Qaum mulk
mulk saltanat
saltanat Painda
Painda tabinda
tabinda bad
bad （国民よ
（国民よ 国土よ
国土よ 国家よ
国家よ 永遠に光り輝き続け！）
永遠に光り輝き続け！）
Shad
（我らが目指し行くところに栄えあれ）
Shad bad
bad Manzil-e-murad
Manzil-e-murad
（我らが目指し行くところに栄えあれ）
（3番）
（3番）
Parcham-e-Sitara-o-Hilal
（国旗に描かれる三日月と星は）
Parcham-e-Sitara-o-Hilal
（国旗に描かれる三日月と星は）
Rahbar-e-Tarakkeey-o-Kamal
Rahbar-e-Tarakkeey-o-Kamal （進歩と実現への道しるべなり）
（進歩と実現への道しるべなり）
Tarjumaan-e-mazee-shaan-e-Hal
Tarjumaan-e-mazee-shaan-e-Hal Jan-e-Istaqbal
Jan-e-Istaqbal （過去を語り
（過去を語り 現在の栄光を語り
現在の栄光を語り 未来へ力強く導く）
未来へ力強く導く）
Saaya-e-Khuda-e-zuljalal
（全能の神の象徴なり）
Saaya-e-Khuda-e-zuljalal
（全能の神の象徴なり）
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