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≒ 

 

 
 
 

 
Εや ヮィヱョャやヮよゅルΗゅよ メヱ 

ヶヤハ ラよ メへ ゥゅよタ /ぺ 
 
 

やコヱるΒよゲわャや りケ 
ャ るョゅバャや ロケやキΗやレヨるΒヨΒヤバわャや るΒルやヱゲヘャや るボト 

バヤャ ヶレヘャや ヮΒィヲわャやヲヤュ 

 るよヱィぺるヤもシΕや ポルよ 
   ノシゅゎャや フタヤャ 
キェヱャやるΑルゅをャや るΑョΑヤバゎャや ロ 

ヘルャやヅ 
 

やキハま  キ 
  ラゅシΑよキャや ケゅタゎルま         Αィ/ュヱヤハ ヶルプ ヮィヱョゅΑィヱャヱ 

ャや キルワ       ヵケィゅヰ         ルゅをΑよケャや るΑヱョ れルよ ノクヱバ 
      ヴヘヅタョ ¬ゅョΑセ       るッヰルャや るΑヱルゅを 

ャや ケΑキビ      ヵケキルミ      ルゅをクヱバョ れルよ ノΑよケャや るΑヱ 
ハ    ヵキΑセケャや りコ       Εや ケョゅハ ュぺ るΑヱルゅをるΑケゅタル 
 
 

  ケΑキビ 

 ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
    ダヘャややケギャや モメヱΕや ヶシ 



 

≪ 

 

 ( ي اWربع اWقابل Xا  : √ اختار اإجابة الصحيحة علميا لكل ¥ا يأتي بوضع عامة )  

 
 

≒-  ヵヱヤバャや ヮェヅシ キェΑ ヵケカタ ラやコカるボよヅ クヘルョ ケΑビ ロΑ    : ヴョシ 
 
◼          ヅヘルャや りキΑタョ                                 ヅヘル メボェヶ                 
  

  ヵケカタ ラやコカ                                      ケカタャや るΑョゅショ 
 
≪- : るΑケカタャや ゆΑミやケゎャや るシやケキ ヴヤハ キョゎバゎ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや ベケヅ ンキェま      
 
      ヶャやコャコャや ウショャや                                      ヶィヱャヱΑィャや ウショャや 
 
      るΑッケΕや るΑよクゅィャや                                るΑシΑヅゅルピョャや 
 
≫-  メをョΑ ヶルゅΑよャや ュシケャや ケヱカタャや るプゅをミ るホΚハ ヅヘルャや キヱィヱ ノョ  :         
 
                                                                  
 

         
◼                                                       

 
√- Αケドルる ョゎバゎルやヱΑェャやヱ るΑゎゅよルャや るΑもやキよャや れゅルもゅミャや ゅΑゅボよ キヱィヱ ヴヤハ キ キやヱョャや ラΑヱミゎ ヶプ るΑ

:るΑルヱよケミヱケキΑヰャや     
 
◼               るΑヱッバャや                                  るΑヱッハ ケΑピャや        
 
  ΑミャやるΑもゅΑョ                                              や るΑもゅΑコΑヘャ 
 
 
 
 



 

≫ 

 

 
∽- ィョ ヅヘルヤャ るΑャヱや キやヱョ るルヱミョ メヤェゎゎヱ れヱョゎ るΑもやキよ るΑャゅゎャや れゅルもゅミャや ノΑやキハ :     
 
              ゆャゅェヅャや                                       やケヘΑルゅョやケヱヘャや 
    
◼                    れΑルヱョぺ                              れゅョヱゎヱΑキ 
 
∝- Αヱッハ るΑもゅΑョΑミ れゅよミケョャ ヅΑヤカ : る     
 
                  ラキゅバョャや                                ¬ゅョャや      

                     
                    ¬やヱヰャや                             ◼  ヅヘルャや 
 
∵-    : チケΕや ウヅシ ヴヤハ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや れゅシゅミバルや メィシΑ サゅシェ コゅヰィ 
 
      れやケゎΑョΑプやケィ                                   ◼       れゅルヱプヱΑィ 

              
       ケゎΑョヱゎΑルビゅョ                                     るΑハゅルタャや ケゅョホΕや 
 
∫-    : ケヱカタャや るプゅをミよ るΑッケΕや るΑよクゅィャや りキセ るホΚハ ラΑよゎ るΑャゅゎャや るΑルゅΑよャや れゅョヱシケャや キェぺ 
 
                                                         ◼                
 
 

                   
                                                           
 
 
 
 
 
∬-  れゅミよセヱ ヵケゅェタャや ヴヤハ ロケΑケョゎヱ ヮよミケョよ ケゎΑョヱゎΑルビゅョャや コゅヰィ ゆΑミケゎ ヴヤハ キョゎバゎ るボΑケヅ

 ベケヅャや:るΑキヱΕやヱ 



 

√ 

 

 
◼      ヶッケΕや ウショャや                                    ヵヱィャや ウショャや 

           
            ヵケェよャや ウショャや                            るΑハゅルタャや ケゅョホΕゅよ ウショャや 

 
≒≡-  ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや りキセ ヶプ ヶシぺケャや ヱぺ ヶボプΙや ケΑピゎャや メキバョ サゅΑホ ヴヤハ キョゎバゎ るボΑケヅ

 : チケΖャ 
 
            るΑよクゅィャや                                   るΑャやコャコャや 

                    
◼   るΑシΑヅゅルピョャや                                      るΑもゅよケヰミャや 
 

≒≒-      : るィΑゎル ラΑΑルシャや ラΑΑΚョ クルョ るΑッケΕや りケセボャや フヱィ ヶプ ヅヘルャや ラヱミゎ 
 

   ケヱカタャやヱ るΑャゅバャや ゥΚョΕや メバヘよ ゅヰャヱェゎヱ れゅヅΑェョャや ネゅホ ヶプ るΑルやヱΑェ ゅΑゅボよ ゆシケゎ
シケャや るΑよヱ.るΑヅヘル ゆシやヱケ ヴャま 

 
 キぺ ゅヰホヱプ ケヱカタャや ラョ れゅボよヅ ラヱミゎヱ ラΑΑルシャや ラΑΑΚョ クルョ ケゅィセΕや れヱョン ヰャヱェゎ ヴャま ゅ

 ヅヘル ヴャま りケやケェャやヱ ヅピッャや メバヘよ 
 
◼   ヮャゅョケよ ゅヰヅΚゎカやヱ めヅゅセャや ラョ ゆケボャゅよ るΑルやヱΑェャやヱ るΑゎゅよルャや るΑもやキよャや れゅルもゅミャや ゅΑゅボよ ゆシケゎ

よ ゅΑィΑケキゎ れャヱェゎプ ンケカぺ るΑルキバョ ゆシやヱケ ノョ メバヘヅピッャや  ヴャま るΑもやヱワΚャや ゅΑケΑゎミよャやヱ りケやケェャやヱ
 ヅヘル 

 
 ェヘゎ ヴャま ンキぺ チケΕや ウヅシ ヴヤハ るョΑキボャや ラΑミやケよャや ラやケヱを ゅヰャヱェゎヱ るΑェャや れゅルもゅミャや ゅΑゅボよ ュ

.ヅヘルャゅよ ポャク キバよ フケハ ァコャ メもゅシ ヴャま るヅセルャや ゅΑケΑゎミよャや メバヘよ 
 



 

∽ 

 

≒≪-  ラョヱ ヶシΑヅゅルピョャや ウショャや るボΑケヅよ れΑヱミャや ペヅゅルョャ ヶィヱャヱΑィ ウショ ¬やケィま ュゎま ュを キやキハ るヅΑケカ
るッヘカルョャやヱ るΑャゅバャや ゆクィャや ペヅゅルョ ウッヱゎ∩  ) ぺ ( るヅボルャや キルハ ラぺ れョヤハ やクみプルョ メをョゎ るボヅ ゆクィャや

るΑャゅバャや ボルャや キルハヱヅゅ  ゆ (ァ∩ )ゎ メをョゎよ チヘカルョャや ゆクィャや ペヅゅルョプ ∩ヮルみ  : ラΑΑィヱャヱΑィャや ヴヤハ ゆィΑ 
 
 

◼   ) ぺ ( るヅボルャや ペヅゅルョ ケヘェよ ¬キよャや 
   ) ゆ ( るヅボルャや ペヅゅルョ ケヘェよ ¬キよャや 
  よャや ¬キヘェよや ペヅゅルョ ケ ) ァ ( るヅボルャ 
  ) ァ ( ヱ  ) ゆ ( るヅボルャや ペヅゅルョ ケヘェよ ¬キよャや 
 

≒≫- ホヱ ケヱカタャや れゅよΑよェ ゆケゅボゎ るィΑゎル ヅヘルャや りケィワ : ラハ アゎゅル ゅヰゎΑョゅショ るヤ 
 
◼       ゆシやヱケャや ヅビゅッゎ                                      るΑッケΕや れゅミケェャや 

     
       ヶハヱルャや ラコヱャやヱ るプゅをミャや                          ヶバΑよヅャや コゅピャや ヅピッ 
 

≒√-      : ゆ ヴョシΑ ラやコカャや ケヱカタ ヴャま ケキタョャや ケヱカタ ラョ ヅヘルャや メゅボゎルや 
 
  ルャや ラハ ゆΑボルゎャや    ヅヘ                                    ヅヘルャや りキΑタョ 

               
               ヅヘルャや ケΑケミゎ                              ◼  りケィワ ルャや ヅヘ 
 

 
≒∝- ヘルャや キィやヱゎΑメをョ るΑヱッバャや キやヱョャゅよ りケΑボプ ゅヰルほよ コΑョゎゎ ヶゎャや ケヱカタャゅよ ヅ       : 

 
  サよィャや                                            ◼         ヶヤョケャや ケィェャや 

         
  ラΑヅャや                                                 ュゅカケャや 
 
 

≒∵- ゎャや メョやヱバャや キェぺるΑャゅ や ケよゎバΑヅヘルャや りケィワ ヶプ ヶシゅシΕや メョゅバャ  ラヱケボョャや ¬ゅョャゅよ ゆヱェタョャや
   : 

ぺ 

ァ ゆ 



 

∝ 

 

 
      ゆシやヱケャや ヅビゅッゎ                                           ヶッケΕや れゅミケェャや 
     
     ヶバΑよヅャや コゅピャや ヅピッ                                ◼   ヶハヱルャや ラコヱャやヱ るプゅをミャや 
 
 

≒∫- ヶプ メコΑキャや ュキカゎシΑ  : 
 

 ャやヰヅ ヶ                                    ポΑゎシΚよャや るハゅルタ 
 
 ベケヅャや フタケ                                        ◼ ¬ゅよケヰミャや キΑャヱゎ れゅヅェョ キヱホヱ   
 
 

≒∬-  タプ るΑヤョハメ  :  るΑヤョハ ヴョシゎ ヮゎゅルヱミョ ヴャや ヅヘルャや 
 
◼            ヅヘルャや ケΑケミゎ                                       ケィワや りャヅヘル 
 
  ルゎャやヅヘルャや ラハ ゆΑボ                           ロケョヤよャや 
 

≪≡-  ヘルャや ¬やコィぺ メタプ :  るΑヤョハ ヴョシゎ ラΑコルよャや メをョ れゅィゎルョ ヴャま ケよミや るィケキよ ヅ 
 
  ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや              ◼  ュやキヰャや ケΑヅボゎャや  
 
 ¬ゅルよャや ケΑヅボゎャや                              ュゅカャや ヅヘルャや 
 

≪≒-  ルャやゅよハ ヅヘ :  るΑャゅゎャや ケタゅルバャや ラョ ヅΑヤカ ラハ りケ 
 
  ラヱよケミャや              ◼         やヱ ラヱよケミャや ラΑィヱケキΑヰャ 
 
     ラΑィヱケゎΑルャやヱ ラヱよケミャや                    ラΑィヱケゎΑルャやヱ ラΑィヱケキΑヰャや 
 
 



 

∵ 

 

≪≪-   : るΑハゅルタャや れやケョΑャヱよャや ゅヰゎハゅルタ ヴヤハ キョゎバゎ ヶヤΑ ゅョョ ⇔ ゅΑぺ 
 
◼   れゅルΑミャΕや                              ゅセルャや 
 
     れゅルΑゎヱケよャや                                    ラΑをΑΙや 
 

≪≫-   :  ラョ ケよゎバゎ ゅワケΑヱキゎ りキゅハま ラミョΑ ヶゎャや ポΑゎシΚよャや サゅΑミぺ 
 
         ヵケやケェΚャや ポΑゎシΚよャや                  ◼   ヵケやケェャや ポΑゎシΚよャや  
     
         ラキヤャや ポΑゎシΚよャや                                    メヱェゎョャや ポΑゎシΚよャや 
 
 

≪√-   キェやヱ Αよヅャや フゅΑャΕや ラョ ケよゎバΑ ヶヤΑ ゅョョ :  るΑバ 
 
 ヶハゅルタャや ケΑケェャや                               ケゎシΑャヱよャや 
 
 ラヱヤΑゅルャや ◼                                                ラヅボャや 
 
 

≪∽-   ョ ケよゎバΑ ヶヤΑ ゅョョ ⇔ ゅΑぺΕや ラ フゅΑャ : るΑハゅルタャや 
 
◼  ケゎシΑャヱよャや                                     ラヅボャや 
 
      フヱタャや                                     ヶバΑよヅャや ケΑケェャや 
 
 
 
 
 

 
 



 

∫ 

 

 ( أمام العبارة اVاطئة فيما يلي : × ( أمام العبارة الصحيحة وعامة )√ ع عامة ) 
 

≒- ヅヘルャや りキΑタョ ラョ ヵヱヤバャや ¬コィャや  ウョシΑ  . ヴヤハぺ ヴャま ヅヘルャや ケヱケョよ                         (× ) 

≪- るΑョゅショ ヴヤハ ラやコカ メミ ヶプ ヅヘルャや るバシ キョゎバゎ るΑクゅヘルヱ             . ケヱカタャや                ( √) 

≫- ハ ケセぼョ るΑッケΕや りケセボャや フヱィ ヶプ コゅピャや キヱィヱ ケよゎバΑ        . ヅヘルャや キヱィヱ ヴヤ           ( √) 

√- カタャや るプゅをミ るよシル れキやコ ゅョヤミメキΑ ケヱ       . ヅヘルヤャ ゅヰもやヱゎェや ヴヤハ ポャク                      ( √) 

∽-                                   . ヅヘルャや キヱィヱ ヴヤハ やケセぼョ ポゅョシΕや ベヱヘル ケよゎバΑ          (× ) 

∝- Αビ るΑケドルャや るェタよ クカΕや ヴャま るシやケキャや メΑョゎ                 . ヅヘルヤャ るΑヱッバャや ケ           (× ) 

∵- ャや ウショャや ケよゎバΑヶャやコャコ ゅセゎルや ベケヅャや ケをミぺ ラョ            . ヅヘルャや ラハ ゐェよヤャ やケ             ( √) 

∫-                       . コゅピャやヱ ヅヘルヤャ ケキタョ れΑヱミャや るャゅよホ メェッャや ¬ゅョャや ケよゎバΑ            ( √) 

∬- ヅヘルヤャ るΑプゅセミゎシΙや ベケヅャや ュキホや                       . るΑョコΑシャや るボΑケヅャや ヶワ           (× ) 

≒≡-  ュゎΑショャや ウシゅよ ヶッケΕや  . るΑシΑヅゅルピョャや サゅΑボャ コゅヰィ ヵヱゎェゎ ネΚヅゎシや りケもゅヅ ュやキカゎ (× ) 

≒≒-  . チヘカルョャや ヅピッャや れやク ペヅゅルョ ヴャま ヶャゅバャや ヅピッャや れやク ペヅゅルョャや ラョ ヅヘルャや メボゎルΑ    ( √) 

≒≪- るプゅをミ ラョ ヴヤハぺ ヅヘルャや るプゅをミ                                             . ¬ゅョャや           (× ) 

≒≫- ボゎルや ケよゎバΑルャや メゅキタョャや ケヱカタ ラョ ヅヘ . るΑヱルゅを りケィワ るΑルョミョャや ケヱカタャや ヴャま ケ       (× ) 

≒√-                                            . ヅヘルャや りケィワ ヶプ ケヱキ ヶバΑよヅャや コゅピヤャ          ( √) 

≒∽- ィェャゅミ ケキタョャや ケヱカタ                    . るΑヱッバャや キやヱョャゅよ るΑルビ ヶルΑヅャや ケ           ( √) 

≒∝- ヅヘルャや ケィゅヰΑ カタ ラョや キやヱョャゅよ るΑルビ ケヱタ ヴャま るΑヱッバャ るΑヱッバャや キやヱョャゅよ りケΑボプ ケヱカ  ( √) 

≒∵- ヅヘルャや  ァゅゎェΑΙるゎゅルヱミョ ポΑミヘゎヱ りケΑヅボゎ ュゎΑ ヶミャ りケやケェ ヴャや ≡                           (× ) 



 

∬ 

 

≒∫-  ヅヘルャや Ιルョ りキゅヘゎシΙや ラミョΑヮ りケセゅよョ るΑバΑよヅャや ヮゎャゅェよ≡                                    (√) 

≒∬-  ヘルャや ノッカΑりキバャ ヅ  メヱェゎΑャ れゅΑヤョハュやキカゎシΚャ ウャゅタャや るヤミセ ヴャや ュゅカャや ヮヤミセ ラョ 

  ヵケセよャや≡                                                                                      ( √) 

≪≡-  ヤャ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャやゅヰルゅΑヤビ るィケキ ゆシェよ ヅヘルャや れゅルヱミョ メタプ るΑヤョハ ヱワ ヅヘル≡       ( √) 

≪≒-  ャや ヱ ラΑャヱコゅィャやΑシヱケΑミ るよヤタャや アゎやヱルャや ラョ ラヅヘルヤャ≡                                       (× ) 

≪≪-  ヅヘルヤャ るヤもゅシャや アゎやヱルャや ラョ れヤヘシΙや ≡                                                       (× ) 

≪≫-   ラゅよヱケよャやヅヘルヤャ るヤもゅシャや アゎやヱルャや ラョ ラゅをΑョャやヱ≡                                             (× ) 

≪√-  ュやキヰャや ケΑヅボゎャやヱ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや ヶゎΑヤョハ メョセゎ るΑヤョハ ヅヘルャや ケΑケミゎ≡                  ( √) 

≪∽-  ゆヱクゎ サゅΑミぺ りケやケェヤャ ゅヰッケバゎ キルハ るΑミΑゎシΚよャや キやヱョャや ≡                                 ( √) 

≪∝-   ラΑヤヘャや ケをほゎΑ Ι ラヱゎΑシΙや るプゅッや キルハヮャ≡                                                  (× ) 

≪∵-  ケョΑルヱョャや ラョ ヅボプ キェやヱ キキハ ラョ ケョΑャヱよャや ラヱミゎΑ≡                                        (× ) 

≪∫-  アゎルョャや ソもゅタカ ケΑピゎャ ンケカや れゅよミケョ れやケΑョΑャヱよヤャ フゅッΑ≡                             ( √) 

≪∬-  るΑもゅよケヰミャや ポΚシΙや フΑヤピゎ ヶプ ヵケやケェャや ポΑゎシΚよャや ュキカゎシΑ≡                            (× ) 

≫≡-  ヮルΑカシゎ りキゅハや キルハ ヮヤΑミセゎ ラミョΑ ヵケやケェΚャや ポΑゎシΚよャや≡                                (× ) 

≫≒-  りケやケェャや ュヱゅボΑ Ι ヵケやケェΚャや ポΑゎシΚよャや≡                                                  (× ) 

≫≪-  ケェャゅよ ラΑヤゎ るルキヤャや れゅゎΑシΙや ラョ ネヱル りキキィョャや フゅΑャΙやりケや ≡                              ( √) 

≫≫-  や メΑヱェゎ ュゎΑャΑケヅ ラハ れやケョΑルヱョ ヴャや ュゅカャや ヅヘルるΑもゅΑョΑミャや ヅよやヱケャや ポΑミヘゎ ペ≡           ( √) 

≫√- ノヅボゎョ ァゅゎルや キバΑ るシルゅィゎョ るΑクェや るハゅルタャ ノルタョャや キヤィャやヱ ヶボΑボェャや キヤィャや≡             (× ) 

 



 

≒≡ 

 

 

 من الشكل اWقابل اجب عما يلي  : 
 

≒- ポゎシやケキ ¬ヱッ ヶプ ャゅタョヤや キも ノッヱよ ポョゅョぺ ヵクャや メミセャや ヶプ ヅヘルャや ノョィゎ ラゅミョ キキェ るΑヅヘルャ
 ウΑェタャや ラゅミョャや ヴヤハ ュヰシ 

  

 

 

 

                                                                                               ¬ゅョ 

 

 

≪-  よ れゅボよヅヤャ ゐキェΑ ゅョ ュシケャや メΚカ ラョ ウッヱ , ヅヘルャや りケィヰャ ポゎシやケキ ¬ヱッ ヶプよヤホ キバ.ゅヰ 

  

 

 

 

 

≫- ゆシやヱケヤャ ヅビゅッゎ ヴャま ゅヰッケバゎ キバよ るΑルΑよャや れゅェゅショャや ュィェャ ゐキェΑ ゅョ ュシケャや メΚカ ラョ ウッヱ 

 

  

 

 

 

 

 

ヅヘルャや  

  りクヘルョ ケΑビ るボよヅ 



 

≒≒ 

 

 

 

√-  ウッヱ. ヅヘルヤャ るΑヱルゅをャやヱ るΑャヱΕや りケィヰャや ゅェッヱョ ヅヘルャや るミケェ ロゅィゎや ポョゅョぺ ヵクャや メミセャや ヴヤハ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∽- ョ ュシや ゆゎミや ュゅカャや ヅヘルヤャ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや るΑヤョバャ ポゎシやケキ メΚカ れゅボゎセ :ュやキカゎシΙや ゆシェ ヅヘルャや 
 

 

 

 

         れやコゅビ                              ゅをヘルャや                             れヤヘシΙや 

 

∝- ョ ヅよケや ヅヘルャや れゅボゎセョ ラョ ポΑゎシΚよャや ラヱミゎ るΑヘΑミャ ポゎシやケキ メΚカ ヱ ケゅヅボャや メミセ  ポョゅョぺ :ポゎゅョヱヤバ 
-  ∨ケゅヅボャや るルΑよミ メをョゎ やクゅョ 

 
)ラΑをΑΗや(ケョΑルヱョャや 

-  やクゅョ メをョΑや メミセよ ケゅヅボャ∨ュゅハ 
 

  ケョΑャヱよャや 



 

≒≪ 

 

 

∵-   ュホケ ソΑョボャや ラぺ ドェヱャ れホヱャや サヘル ヶプ ュヰヤシビ ュゎ ヵクャやヱ サョセャや るバセぺ れェゎ サよΚョャや メΑシビ ケセル キルハ
(≒ ( ソΑョボャや ゅョルΑよ ケΑタホ れホヱよヱ ヮハケシよ フィ )≪  , フィΑ ヴゎェ ケをミぺ れホヱ クカや ) 

 ∨ポャク ケΑシヘゎゅョ 

ャや(ソΑョボ≒ケゎシΑャヱよャや( るΑハゅルタ フゅΑャぺ アΑシル ラョ ラヱミゎΑ )-ゅルタャや ケΑケェャやソ)ヶハ≒≒≪ 

 (ソΑョボャや ゅョぺ≪ ラヅボャや(るΑバΑよヅ フゅΑャや ラョ ネヱルタョ )– ソ)フヱタャや≒≪≒ 

 

 Kارب عملية: 

( るよケィゎャや≒) 

 るよケィゎ ポもΚョコ ノョ ケよゎカョャや ヶプ れキワゅセ 

ュゅカャや ヅヘルヤャ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや 

 :ヶヤΑ ゅョ ゆィぺ ポョヰプ メΚカ ラョヱ 

プ ゐキェΑ やクゅョヶ ヱよルΗや∨)ぺ( るよ 

ラヱヤャや るプゅヘセ りキゅョ ラヱミゎΑ≡ 

カシゎ キルハ ゐキェΑ ラぺ ノホヱゎゎ やクゅョΗや ラΑるよヱよル ∨ケセゅよョャや ゆヰヤャや ュやキカゎシみよ ンケカぺ りケョ 

ラヱヤャや ¬やケヘタ りキゅョ ラヱミゎゎヱ ポミヘゎャや ヶプ ヅヘルャや ケョゎシΑ≡ 

∨ァゅゎルゎシΙや  

るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ヴャま りケやケェャゅよ ヅヘルャや れゅルヱミョ メタプ ラミョΑ≡ 

 

( るよケィゎャや≪)  

ャや ポもΚョコ ノョ ケよゎカョャや ヶプ れキワゅセ:るΑャゅゎャや るよケィゎ 

∨りケやケェヤャ るッケバゎ キルハ ラヅボヤャ ゐキェΑ やクゅョ 

ベケゎェΑΙ≡ 

≒ 

≪ 

 )ぺ(  )ゆ( 



 

≒≫ 

 

 やクゅョ ゐキェΑ∨ソゅタョャや キヱバヤャ 

ラΑヤΑヱ ケヰタルΑ≡ 

 

 

( るよケィゎャや≫) 

 るよケィゎャや ポもΚョコ ノョ ケよゎカョャや ヶプ れキワゅセ
:るΑャゅゎャや 

∨)ぺ(メミセャや ラョ アゎルΑ 

 ラヅボャや ベケゎェΑ 

∨)ゆ(メミセャや ラョ アゎルΑ 

 ¬やキヱシ りケカよぺ キハゅタゎ ノョ ポΑゎシΚよャや ベケゎェΑ≡ 

 

 اWسألة التالية  أجب عن  

ョΑャヱよヤャ ラヱミョャや ケョΑルヱョャや るピΑタ れルゅミ やクまケ 

Αェ ゐ ラぺn=2  ャや るピΑタ ゅョプケョΑャヱよ ∨ラヱミゎΑシ ヵクャや 

 

 

 

 
   علل Wا يأتي تعليا علميا : 

 
 

≒- プ りキィやヱゎョャや ヅヘルャや れゅΑョミ フヤゎカゎ    . ラやコカ メミ ヶ 
. ケヱカタャや るΑクゅヘルヱ るΑョゅショ ヴヤハ ラやコカャや るバシ キョゎバゎ ラΕ 



 

≒√ 

 

 
≪-   . るΑヱッハ ケΑビ ケキゅタョ ラョ れゅルヱよケミヱケキΑヰャや ラΑヱミゎ ラミョΑ 

ベゅヅルャや るバシやヱ るΑもゅΑョΑミ れΚハゅヘゎャ るィΑゎル ぺ ヴヤハ れェゎ るΑッケΕや りケセボャや ウヅシ ラョ りケΑよミ ベゅョハ
 フヱケド . りケやケェャやヱ ヅピッャや ラョ るルΑバョ 

≫- ヱケキΑワ キやヱョャ るΑヱッバャや ゅΑゅボよャや メヱェゎ          . るΑルヱよケミ 
 ヅゅセルヱ るΑもゅΑョΑミャや れΚハゅヘゎャや ケヱキ ヴャま るプゅッΗゅよ るΑャゅハ りケやケェヱ メもゅワ ヅピッャ ゅヰッケバゎ るィΑゎル

. るΑもやヱワΚャや ゅΑケΑゎミよャや 
 

√- ッバャや るΑケドルャゅよ キゅボゎハΙや るェタヤャ るΑヱ    . ヅヘル 
≒-  ゅΑゅボよ ヴヤハ るΑヱゎェョ るΑよヱシケ ケヱカタ ヶプ ュャゅバャや ¬ゅェルぺ ノΑョィ ヶプ るΑヅヘルャや れゅバョィゎャや キィやヱゎ

ΑルやヱΑェヱ るΑゎゅよル る 
≪-  るΑゎゅよルャや ¬ゅΑェΕや ゆΑミケゎ ヶプ メカキゎ ヶゎャや れゅよミケョャや ラョ アΑコョ ヱワ ヅヘルヤャ ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや

.るΑルやヱΑェャやヱ 
≫- Ι ヶゎャや ラΑケΑプケヱよャや りキゅョヱ ラΑィヱケゎΑルャや ケタルハ ヴヤハ ヅヘャや ¬やヱゎェまやヱゎゎ  るィシルぺ ヶプ Ιま キィ

. るΑヱッバャや れゅルもゅミャや 
 

 
∽-     .ヅヘルャや ラハ ゐェよャや るΑヤョハ ヶプ ヶャやコャコャや ウショャや ュやキカゎシや 

 ヅピッャやヱ ノよセゎャやヱ ノホヱョャゅミ ( ラョゅミョャや メカやキ メもやヱシャや れゅミケェゎ ラハ るボΑホキ れゅョヱヤバョ ケプヱゎャ
 .ラョミョャや ヅヘルャや ァゅゎルま ヶプ ュミェゎヤャ るョヰョ れゅョヱヤバョ ヶワヱ ) りケやケェャやヱ 

 
 

∝- ッケΕや るΑよクゅィャや フΚゎカや るΑ ラョゅミョ . ケカΕ ラ   
.ケカΓ ラゅミョ ラョ チケΕや ウヅシ れェゎ ケヱカタャや るプゅをミ フΚゎカや ゆよシよ 

 
∵-     . るΑャゅハ るΑよクゅィ りヱボよ ヅヘルャゅよ るバよセョャや ケヱカタャや コΑョゎゎ 

 ケヱカタ キヱィヱ ヴヤハ ポャク メキ チケΕや ウヅシ ヴヤハ ゅョ ラゅミョ ヶプ るΑッケΕや るΑよクゅィャや りヱホ れキやコ ゅョヤミ
. ヅヘルャゅよ るバよセョャや ケヱカタャや コΑョΑ ゅョ ヱワヱ るプゅをミャや るΑャゅハ 

 
∫- やショャや ウヱィャャや フセミΑ ヵ . ゅヰャ りケヱゅィョャや ペヅゅルョャや ヶプ るΑシΑヅゅルピョャや ヶプ ラΑゅよゎ 

 . ケカΓ ラゅミョ ラョ ケヱカタャや るバΑよヅ ネヱルゎ ゆよシよ 
 

∬-  . るよキェョャや るΑヅャや ヴヤハや ヶプ ヅヘルャや ノボΑ 



 

≒∽ 

 

 ヴヤハΖャ ヮゎケィワ ゆよシΑ ゅョョ るΑヅャや ヶェゅルィ ヴヤハ ヅピッャや キΑコΑヱ るΑヅャや るョホ ヶプ メホぺ ヅピッャや ゐΑェ 
≒≡-     . ¬ゅョャや ベヱプ  ヅヘルャや ヱヘヅΑ 

Κゎカや ゆよシよ フミャやプゅを ラコヱャやヱ る ¬ゅョャや ラョ るプゅをミ メホぺ ヅヘルャや ラぺ ゐΑェ ヅヘルャやヱ ¬ゅョヤャ ヶハヱルャや
.ヮホヱプ ヱヘヅΑプ 

 
≒≒-  . ヅヘルャや ベヱプ コゅピャや ヱヘヅΑ 

 コゅピャや ラョ るプゅをミ ヴヤハぺ ヅヘルャや ラぺ ゐΑェ ヅヘルャやヱ コゅピヤャ ヶハヱルャや ラコヱャやヱ るプゅをミャや フΚゎカや ゆよシよ
. ヅヘルャや ベヱプ コゅピャや ヱヘヅΑプ 

 
≒≪-  . ヅヘルャや りケィワ ヶプ ケヱキ るΑッケΕや れゅミケェヤャ 

れゅミケェャや Εやッケ るΑヱヅゎ ゅョキルハ ヴヤハぺ ヴャま ケィゅヰΑ ヅヘルャや ラみプ るよキェョ るΑヅ メミセ ヴヤハ ケヱカタャや ヵ
.メホぺ ヅピッャや ゐΑェ るΑヅャや 

 
≒≫-     . ゆシやヱケャや ヶプ ヅビゅッゎヤャ ヮッケバゎ キルハ ヅヘルャや ケィゅヰΑ 

 れよホゅバゎ ヶゎャや れシやヱケャや メボを るィΑゎル りキΑキセ ヅヱピッャ ヅヘルャや ヴヤハ るΑヱゎェョャや ゆシやヱケャや チケバゎ ラΕ
メやコゎカやヱ ゆシやヱケャや ゆΑケボゎ ヴヤハ メョバΑ ゅョ ゅヰΑヤハ ィェや ュショャΑよャや れゅョゅ  キケヅ ヴャま ヵキぼΑ ゅョ るΑル

  .チヘカルョ ヅピッヱ るΑャゅハ るΑョゅショ れやク りケヱゅィョ ケヱカタ ヴャま ヮィゎΑャ ゅヰルョ ヅヘルャや 
 

≒√-            .ヅヘルャや りケィワ ヶプ ケヱキ ヶバΑよヅャや コゅピヤャ 
 ラョ キΑキセ ヅピッ れェゎ ゅバホやヱ ラヱミΑヱ ヶバΑよヅャや コゅピャや ラョ れゅΑョミよ ゆヱェタョ ヅヘルャや ラヱミΑ ゅョキルハ

キセ ヅピッ ポャク キャヱΑプ ロヱヤバゎ ヶゎャや ケヱカタャや キΑヴヤハ ャやョィ ヶプ ヅヘル ラョ ヅヘルャや ケィゅヰΑプ れゅワゅィゎΙや ノΑ
.チヘカルョャや ヅピッャや ペヅゅルョ ヴャま ノヘゎケョャや ヅピッャや ペヅゅルョ 

 
≒∽-  Ηや ュキカゎシΑ Ιヱ れケゅΑシヤャ キヱホヱミ ラΑャヱコゅィャや ュキカゎシΑ∨ れケゅΑシヤャ キヱホヱミ れヤヘシ 

 るよヤタャや るャゅェャや ヶプ れヤヘシΗやヱ るヤもゅシャや るャゅェャゅよ キィヱΑ ヮルΙ 
 
 

≒∝- ゎハゅルタ キルハ れやケΑョΑャヱよヤャ れゅよミケョ るプゅッま ュゎΑ ⇔りキゅハ∨ゅヰ 
クヱポャ  アゎルョャや ソもゅタカ ケΑピゎャるヤィぺ ラョ ノルタ ヵクャや チケピヤャ るョもΚョ ケをミぺ ヮヤバィヱ 
  ⇔ ゅΑヱホ るヤバィミぺヱ ヮルヱャ ケΑΑピゎ≡ 

 
 

≒∵- ∨るもΑよヤャ るボΑキタ ポΑゎシΚよャや サゅΑミぺ チバよ ケよゎバゎ 



 

≒∝ 

 

れゅョキタヤャ ゅヰゎョヱゅボョヱ キΑキィ ラョ メΑミセゎャやヱ ゅワケΑヱキゎ りキゅハま るΑルゅミョま ゆよシよ≡ 
 

≒∫- ∨⇔Ιゅョバゎシま ケをミΕや ヵケやケェャや ポΑゎシΚよャや ケよゎバΑ 
よ ラΑヤΑ ヮルΕケやケェャゅヱ ヮヤミセ ケΑピゎΑ ュを りャゅゎャゅよるヤΑミセゎ りキゅハまヱ ロケヰタ ラミョΑ ヶ≡ 

 
≒∬-  ∨るΑハゅルタャや フゅΑャΕや ラョ ケよゎカョャや ケもゅゎシ りキゅョ ラヱミゎ ラぺ メッヘΑ 

 ゅヰホやケゎェや メよホ ケヰタルゎヱ るハケシよ フィゎヱ ゅワケバシ チゅヘカルみよ コΑョゎゎ ゅヰルΕ≡ 
 
 

≪≡-  ケカよぺ キハゅタゎゎ ポΑゎシΚよャや ベケェ キルハり ∨¬やキヱシ 
るΑヅヘルャや れゅィゎルョャや ラョ ポΑゎシΚよャや ラΕ≡ 

 
 
 Fا يلي : كا ¥ قارن ب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

るルケゅボョャや ヮィヱ ヶャやコャコャや ウショャや るΑッケΕや るΑよクゅィャや るΑシΑヅゅルピョャや 

ウショャや るボΑケヅ 

 るΑャやコャコ れゅィヱョ ケやキタま
 れやコやコゎワや ゅヰルハ キャヱゎゎ

 メミセ ヴヤハ メボゎルゎ
 るΑゎヱタ れゅィヱョ

 ウヅシャや ヴヤハ サミバルゎヱ 

 フΚゎカや ヴヤハ キョゎバゎ
 ラョ るΑッケΕや るΑよクゅィャや

 ゆシェ ケカΓ ラゅミョ
 るプゅをミ ヶプ フΚゎカΙや

 ケヱカタャや 

ヤハ キョゎバゎサゅΑホ ヴ  メキバョ
や ケΑピゎャや ヱぺ ヶボプΕ

  りキセ ヶプ ヶシぺケャや
ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや 

コゅヰィャや ュシや  れゅルヱプヱΑィ  れやケゎΑョΑプやケィ ケゎΑョヱゎΑルビゅョ 

 ヮィヱ
るルケゅボョャや ドルャやヅヘルヤャ るΑヱッバャや るΑケ ヅヘルヤャ るΑヱッバャや ケΑビ るΑケドルャや 



 

≒∵ 

 

 

 フΑケバゎャや 
 ュΕや りキゅョャや ラぺ ヴヤハ るΑケドルャや キョゎバゎ

ヱミゎヱ ヵヱッハ メタぺ れやク ヅヘルヤャ れル
 れゅルもゅミ ゅΑゅボよ ラョ ヅヘルヤャ るΑャヱΕや キやヱョャや

ェヱ るΑゎゅよル るΑもやキよ るΑルやヱΑ 

 りケゅよハ ヅヘルャや ラぺ ヴャま るΑケドルャや ロクワ キルゎシゎ
ヱ るΑルヱよケミヱケキΑワ キやヱョ ラハ アゎルゎ ヶゎャや

ハ ケΑビ キやヱョ ラョ れΚハゅヘゎャ るィΑゎル るΑヱッ
 ベゅョハぺ ヴヤハ ベゅヅルャや るバシやヱ るΑもゅΑョΑミ

 れェゎ るΑッケΕや りケセボャや ウヅシ ラョ りケΑよミ
やケェャやヱ ヅピッャや ラョ るルΑバョ フヱケド .りケ 

 ラΑヱミゎ るΑヘΑミ
ヅヘルャや 

 るΑゎゅよルャや るΑもやキよャや れゅルもゅミャや ゅΑゅボよ ゆシケゎ
 めヅゅセャや ラョ ゆケボャゅよ るΑルやヱΑェャやヱ

 るΑルキバョ ゆシやヱケ ノョ ヮャゅョケよ ゅヰヅΚゎカやヱ
ぺメバヘよ ゅΑィΑケキゎ れャヱェゎプ ンケカ  ヅピッャや

 ヴャま るΑもやヱワΚャや ゅΑケΑゎミよャやヱ りケやケェャやヱ
 るΑルヱよケミヱケキΑワ キやヱョ 

 ラョ ゆケボャゅよ メタェゎ れΚハゅヘゎ るィΑゎル
ャや ベゅョハぺ ヱぺ ラΑミやケよャや ラぺ ヶルバΑ ゅョ ケゅェよ

 チケΕや ラヅゅよ ラΙ ゆッルよ Ι キホ ヅヘルャや
Α キやヱョャや ラョ ヶヰゎルΑ Ι やケキタョ ヵヱェ

 ラヱよケミャや ゅョワヱ ヅヘルヤャ るルヱミョャや
ラΑィヱケキΑヰャやヱ 

 るャキぺ ュハキゎ
るΑケドルャや 

- ィゎャや キィやヱゎ ノΑョィ ヶプ るΑヅヘルャや れゅバョ
 るΑよヱシケ ケヱカタ ヶプ ュャゅバャや ¬ゅェルぺ

 るΑルやヱΑェヱ るΑゎゅよル ゅΑゅボよ ヴヤハ るΑヱゎェョ 
-  ヱワ ヅヘルヤャ ヶもゅΑョΑミャや ゆΑミケゎャや  アΑコョ

カキゎ ヶゎャや れゅよミケョャや ラョ ゆΑミケゎ ヶプ メ
.るΑルやヱΑェャやヱ るΑゎゅよルャや ¬ゅΑェΕや 

-   ケタルハ ヴヤハ ヅヘャや ¬やヱゎェま
Ι ヶゎャや ラΑケΑプケヱよャや りキゅョヱ ラΑィヱケゎΑルャや 

ャや るィシルぺ ヶプ Ιま キィやヱゎゎ れゅルもゅミ
. るΑヱッバャや 

 

-   れゅよミケョャ ヅΑヤカ ラハ りケゅよハ ヅヘルャや ラぺ
 れゅよミケョャゅよ フケバゎ るΑもゅΑョΑミ

 るΑルヱよケミヱケキΑヰャや 
-  や れゅボゎセョ ケΑッェゎ ラミョΑ ヶプ ヅヘルャ

 ラョ ケよゎカョャや ヵケタルハ ァコョ メΚカ
 フヱケド ヶプ ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラヱよケミャや

 るルΑバョ 
-   りケΑピタ るェゅショ ラコゎカゎ ラぺ メボバΑ Ι

Αョミ ヶよケバャや アΑヤカャや るェゅショよ るヤもゅワ れゅ
もゅミャや ゅΑゅボよ ラョ.るΑェャや れゅル 



 

≒∫ 

 

 

るルケゅボョャや ヮィヱ るΑバΑよヅャや れやケΑョΑャヱよャや や れやケΑョΑャヱよャやるΑハゅルタャ 

ゅワケキタョ 

 

(ヶゎゅよルラヅボャや-)ラゅゎミャや 

 )フヱタャや( ヶルやヱΑェ 
 ヅヘルャや れゅボゎセョ 

ィヱ ヮるルケゅボョャや るプゅッΗや れやケΑョΑャヱよ メハゅヘゎ れやケΑョΑャヱよ メハゅヘゎ フをゅミゎャや 

アゎゅルャや  ケョΑャヱよャや  ¬コィ ヱぺ ¬ゅョ むコィ+ケョΑャヱよャや
 )メヱェミャや メをョ( ケΑピタ ケカへ 

るルケゅボョャや ヮィヱ ヵケやケェ ポΑゎシΚよ ヵケやケェΙ ポΑゎシΚよ 

りケやケェャゅよ りケをほゎ ヤΑラΑ  ヮヤミセ ケΑピゎΑヱ ケヰタルΑΙ  ラΑヤΑ Ιヱ 

ケΑヱキゎャや りキゅハま るΑルゅミョま   ラミョΑ  ラミョΑ Ι 

るヘヤミゎャや  ケをミぺ  メホぺ 

メΑミセゎャや りキゅハま  ヮヤΑミセゎ キゅバΑ  ヮヤΑミセゎ キゅバΑΙ 

 ヮィヱ
るルケゅボョャや ヶッケΕや ウショャや ヵヱィャや ウショャや ヵケェよャや ウショャや  ケゅョホΕゅよ ウショャや

るΑハゅルタャや 

 るボΑケヅ
 ラハ ゐェよャや

ヅヘルャや 

 コゅヰィャや ケΑケョゎ
 ウシゅョ ペΑケヅ ラハ

 ヱぺ ヶィヱャヱΑィ
 ヮよミケョよ ヮよΑミケゎ

 ヴヤハ ケョゎ
 ヵケゅェタャや

 ベケヅャや れゅミよセヱ
るΑキヱΕやヱ 

  りケもゅヅ ュやキカゎシや
 ヵヱゎェゎ ネΚヅゎシや

ヰィ ヴヤハ コゅ
 サゅΑボャ

 るΑシΑヅゅルピョャや
Αェ フセミΑ ゐ

 ヶプ ラΑゅよゎャや
 ヶプ るΑシΑヅゅルピョャや

 ペヅゅルョャや
ゅヰャ りケヱゅィョャや 

 ラヘシャや るヅシやヱよ
 ヴヤハ ゆケやヱボャやヱ

 ケゅェよャや
 れゅヅΑェョャやヱ
 サぺケ ノッヱよ

ヰィャや ヶプ コゅ
 ケィΑ ベヱキルタ
 メよΑミ るヅシやヱよ
るルΑヘシャや フヤカ 

 ウショ るΑヤョハ
 ヴヤハ るΑシΑヅゅルピョ

 れゅもョ ネゅヘゎケや
 れやケゎョヱヤΑミャや

 ゆΑミケゎ るヅシやヱよ
 ケゅョホΕゅよ コゅヰィャや

ハゅルタャや メヱェ るΑ
 チケΕや 



 

≒∬ 

 

るヤをョぺ 
ポΑゎシΚよ サゅΑミぺ 

 るΑミΑゎシΚよ れやケヱケゅホ 

ヶヰヅャや ヶルやヱぺ チよゅボョ 

ミャや ポΚシΕや フΑヤピゎ るΑもゅよケヰ 

るルケゅボョャや ヮィヱ るΑハゅルタ フゅΑャぺ るΑバΑよヅ フゅΑャぺ 

フΑケバゎャや 
 れやケΑョΑャヱよャや ラョ ラヱミゎゎ フゅΑャぺ

タャや れゅもΑコィャや ヱや るヘヤゎカョャや りケΑピ
ュゅカ キやヱョ ラョ ソヤカゎシゎヱ≡  

 るΑゎゅよルャや フゅΑャΕや ュッゎ
 るΑルやヱΑェャやヱ 

ゅΑやコョ 
- ゅワケバシ チゅヘカルや 

-   ヮハケシよ フィゎ 

-    りやキΕ れッケバゎ やクま ベケゎェゎΙ
るルカゅシ 

-  ュシィヤャ るΑシゅシェ ゆよシゎΙ 

-  ョゎソゎ  ベケバャや 

ゆヱΑハ 

  ベケゎェゎ りやキΕ れッケバゎ やクま
ラカゅシ 

 るΑシゅシェ ヴャま ヵキぼΑ ゅヰッバよ
ュシィャや 

ベケバャや ソゅタゎョや ノルョゎ≡ 

 ⇔ ゅバΑケシ フィゎΙ 

るヤよゅホ スゅョミルΚャ 

るハケシよ キバィゎゎ≡ 

るヤをョぺ 

 

ケゎシΑャヱよャや-ヶハゅルタャや ケΑケェャや 

 

やラヅボャ-フヱタャや≡ 

るルケゅボョャや ヮィヱ ケョゎショ ァゅゎルや ノヅボゎョ ァゅゎルや 

フΑケバゎャや 
 ュゎΑヱるゎゅィケカョ ヶプ ヶヅョル ァゅゎルま

へ ヴヤハ ヶプ ヱぺ るタタカゎョ れΙ
ま ヅヱヅカァゅゎル≡ 

 ヶプ ヶヅョル ケΑビ ァゅゎルま
 Ιま るィゅゎルま ュゎΑ Ιヱ ヮゎゅィケカョ
 ノョ れゅヘタやヱョャや キΑキェゎ キバよ

や ヱや メΑョバャや ポヤヰゎショャ
りケセゅよョ≡ 



 

≪≡ 

 

れΓΓや  るタタカゎョ  るタタカゎョ ケΑビ 

れゅィゎルョャや るΑヅョル  ヶヅョル  ヶヅョル ケΑビ 

 
 
 
 

ي اTدول التاي اخA العبارة أو الشكل من اiموعة ) ب ( و أكتب رقمها أمام ما يناسبها من  
 عبارات اiموعة ) أ (  : 

 
ュ  るハヱョィョャや) ぺ ( ュホケャや   るハヱョィョャや (ゆ ) 
≒ れやケゎΑョΑプやケィ ≪ コゅヰィ  るΑゎヱタャや れゅィヱョャや れやキやキゎケや メΑィシゎャ

.ウヅシャや ヴヤハ るシミバルョャや 
≪  れゅルヱプヱΑィ ≫ ャヱΑィ ウシゅョ ケΑケョゎ メΚカ ラョ ウショ ヶプ ケョΑ ヶィヱ

ミよセヱ ヵケゅェタャや                                  ベケヅャや れゅ 
≫  ヶッケΕや ウショャや √                      ヵヱッハ メタぺ れやク ヅヘルヤャ ュΕや りキゅョャや 
√ ヅヘルヤャ るΑヱッバャや りほセルャや ≒     . るΑッケΕや るΑよクゅィャや りキセ サゅΑボャ コゅヰィ 
∽ ヅヘルャや りケィワ   
 

 
 
ュ  るハヱョィョャや) ぺ ( ュホケャや   るハヱョィョャや (ゆ ) 
≒  るΑシΑヅゅルピョャや ≫  ラョ ヅヘルヤャ るルヱミョャや れゅルヱよケミヱケキΑヰャや ラΑヱミゎ

 .るΑヱッハ ケΑビ ケキゅタョ 
≪ タャや ケゅョホΕゅよ ウショャや るΑハゅル ≒ ヱぺ ヶボプΕや ケΑピゎャや メキバョ サゅΑホ ヴヤハ キョゎバゎ るボΑケヅ 

 ヶプ ヶシぺケャやや メゅィョャや りキセ              . チケΖャ ヶシΑヅゅルピョャ 
≫ ヅヘルヤャ るΑヱッバャや ケΑビ りほセルャや ∽  チケΖャ ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや りキセ サゅΑボャ コゅヰィ 
√  ャや ヅヘル ≪  れゅもョ ネゅヘゎケや ヴヤハ るΑシΑヅゅルピョ ウショ れゅΑヤョハ

 るΑハゅルタャや ケゅョホΕや コゅヰィ るヅシやヱよ れやケゎョヱヤΑミャや
             . チケΕや メヱェ 

∽  ケゎΑョヱゎΑルビゅョ 
 

  

 
 



 

≪≒ 

 

ュ ャや るハヱョィョ) ぺ ( ュホケャや   るハヱョィョャや (ゆ ) 
≒  メヱケゎよ ≫  コゅヰィ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ネΚヅゎシや りケもゅヅ ュやキカゎシや

  . るΑシΑヅゅルピョャや サゅΑボャ 
≪ ヅヘルャや りケィワ ∽  るΑッケΕや るΑよクゅィャや りキセ サゅΑホ ヴヤハ キョゎバゎ るボΑケヅ

                  . ケヱカタャや るプゅをミ フΚゎカや ゆシェ ケカΕ ラゅミョ ラョ 
≫  ヵヱィャや ウショャや √ ヴヤハ キョゎバΑ ウショ ゎケやョャや れやキやキゎヱタャや れゅィヱ るΑ

 ウヅシャや ヴヤハ るシミバルョャや 
√ るΑョコΑシャや ≒  ヅヘルャや ュゅカャやチケΕや ラョ ァケカゎショャや                    
∽ るΑッケΕや るΑよクゅィャや   

 
 
 
ュ )ぺ( るハヱョィョャや ュホケャや )ゆ( るハヱョィョャや 
≒ れヤヘシΙや ≪ れやケもゅヅャや キヱホヱ 
≪ ラΑシヱケΑミ ∵ れΓΓや れΑΑコゎ 
≫ ゅをヘルャや ≒ ベケヅャや フタケ 
√ ラゅよヱケよャや コゅビ ∝ ¬ゅよケヰミャや キΑャヱゎ れゅヅェョ 
∽ ラΑャヱコゅィ ≫ ポΑゎシΚよャや るハゅルタ 
∝ メコΑキ √ やャヶヰヅ 
∵ ュΑェセゎャや れΑコ ∽ ヱれやケゅΑシャや キヱホ 
∫ ヵケやケェ ポΑゎシΚよ ∬ ヮヤΑミセゎヱ りケΑヱキゎ りキゅハま ラミョΑ Ι 
∬ ヵケやケェΙ ポΑゎシΚよ ∫ るΑャゅハ りケやケェ れゅィケキよ ゆヱクΑ 

≒≡ るΑハゅルタ フゅΑャや ≒≒ ラヅボャや 
≒≒ るΑバΑよヅ フゅΑャや ≒≡ ケゎシΑャヱよャや 

 
 Vطوات ي العبارات التالية :  رتب ا 

 

ュホケャや  ヅヘルャや りほセル れやヱヅカ 
    ∽    よヅャや コゅピャやヱ ヅヘルャや ラヱミゎ ヶバΑ 

    √    . るΑルヱよケミヱケキΑワ キやヱョ ヴャま ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラヱよケミャゅよ るΑルピャや ゅΑゅボよャや メヱェゎ 
    ≒      ゅヰヤヤェゎヱ るΑルやヱΑェャやヱ るΑゎゅよルャや るΑもやキよャや れゅルもゅミャや れヱョ 



 

≪≪ 

 

    ≫    よヱシケャや ケヱカタャや チケバゎるヤもゅワ りケやケェャやヱ ヅピッヤャ るΑ 
    ≪     れヅヤゎカやヱ れゅルもゅミャや ゅΑゅボよ れバョィゎルキバョャや ゆシやヱケャやヱ メゅョケャゅよ れャヱェゎヱ るΑ

 るΑよヱシケ ケヱカタャ 
 

ュホケャや  ヶャやコャコャや ウショャや れやヱヅカ 
    ≫     ラョ チケΕや ウヅシ ヴヤハ れゅシゅミバルΙや メィシゎヱ ゅヰヅゅボゎャや ュゎΑヱ れゅィヱョャや キゎケゎ

 れゅルヱプヱΑィ コゅヰィ メΚカ 
    ≒    コャコ れゅィヱョ ケやキタま れやコやコヰャゅよ ヱぺ ケΑィヘゎャゅよ るΑャや 

    √    ョ ヶヅバゎャ れゅィヱョャや るハケシ ゆシェゎ ヅヘルャや れゅバョィゎ ヴヤハ れやケセぼ 
    ≪     メミセ ヴヤハ るΑッケΕや りケセボャゅよ るΑケカタャや れゅルΑヱミゎャや ヴャま メボゎルゎ れやコやコゎワや キャヱゎゎ

.るΑゎヱタ れゅィヱョ 
 

:  ゆよシャや ケミク ノョ るハヱョィョヤャ ヶョゎルΑ Ι ヶヤΑ ゅョョ ヵぺ 
 
≒-   メゅバゎセΚャ メよゅホ ___ ロクゅヘル るェもやケ ___ ァコャ __ コゅビ 

 : るよゅィΗや コゅビ 
  :ゆよシャやよゅホヱ りクゅヘル ヮェもやケ ヮャ ァコャ ヶゎΑコ メもゅシ ヮルぺ ヅヘルャや れゅヘタ ラョ.メゅバゎセΚャ メ 

 
 

≪   ウショ ___ ヶィヱャヱΑィ ウショ ___ ヶッケぺ ウショャや ケゅョホΕゅよ ウショ ___ ヵヱィ    るΑハゅルタ 

 : るよゅィΗや  ヶィヱャヱΑィ ウショ 
 :ゆよシャや ゅョぺ ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや りキセ サゅΑホ ヴヤハ キョゎバゎ ヶゎャや ヶシΑヅゅルピョャや ウショャや ラョッ ュヰバΑョィ

 ヴヤハ キョゎバゎ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ るヘヤゎカョ ンケカぺ るボΑケヅ ケよゎバゎ ヶィヱャヱΑィャや ウショャや ゆΑミやケゎャや るシやケキ
るΑィヱャヱΑィャや 

 

ュホケャや  るΑハゅルタャや フゅΑャΕや れやヱヅカ 

≒ ラΑよ るΑヅカヱ るヤΑヱヅ るΑもゅΑョΑミ キやヱョ ヶプ キやヱョャや りケョヤよ ラΑゎケヱゅィゎョ ラヱよケミ ヶゎケク≡ 

≪ ャや ュキカゎシゎフゅΑャΕや ラョ るヘヤゎカョ ネやヱルぺ ァゅゎルや ヶプ るΑもゅΑョΑミャや れゅよミケョ≡ 



 

≪≫ 

 

≫-   Αルゅョやケヱプ ___ れゅョヱゎヱΑキぺ ____ ゆャゅェヅ ____ やケヘヱョ        れΑル 
 : るよゅィΗや れΑルヱョΕや 
Ι :ゆよシャや. ゅヰヤヤェゎヱ ゅヰゎヱョ キバよ ヅヘルャや ゅヰルョ ラヱミゎΑ ヶゎャや るΑもやキよャや れゅルもゅミャや ラョ れΑルヱョΕや ケよゎバΑ  

 
√-    _ るΑッケΕや れゅミケェャや _ ゆシやヱケャや ヅビゅッゎロケョヤよャや  コゅピャや ヅピッ _ ヶバΑよヅャや 

 : るよゅィΗやロケョヤよャや 
 :ゆよシャやバΑョィΑ ュヰハ キハゅシゎ メョやヱハ ラヱヤをョ ヅヘルャや りケィワ ヴヤロケョヤよャや やキハ. 

∽- ャや ___  ラゅをΑョΗや  ___  ラゅをΑャや___  ラΑャヱコゅィ ャやラゅよヱケよ 

 : るよゅィΗやラΑャヱコゅィ 
:ゆよシャや Εラ るΑコゅビ ケタゅルバャや ヶホゅよヱ メもゅシ ラΑャヱコゅィャや  

 
∝- れヱΑコ  ___  ラΑシヱケΑミ ___  れヤヘシま ___ ラΑャヱコゅィ 

Ηや : るよゅィれヤヘシΗや 
:ゆよシャや ヱ ゆヤタ れヤヘシΗや ラΕメもゅシ ヶホゅよャや  

 

∵-  ___  ゅセル コヱヤΑヤΑシ ___  ポΑゎシΚよ  ___  れゅルΑゎヱケよ 

: るよゅィΗやポΑゎシΚよ 
:ゆよシャや るΑバΑよヅ フゅΑャぺ ヶホゅよャやヱ るΑハゅルタャや フゅΑャΕや ラョ ヮルΕ  

∫- ヶバΑよヅャや ケΑケェャや ___  ケゎシΑャヱよャや  ___  フヱタャや ___ ラヅボャや 

: るよゅィΗや ケゎシΑャヱよャや 
:ゆよシャや  るΑバΑよヅ フゅΑャぺ ヶホゅよャやヱ るΑハゅルタャや フゅΑャΕや ラョ ヮルΕ  

 

∬- ケΑケェャや ___ ケゎシΑャヱよャや ラヱヤΑゅルャや  ___  フヱタャや  ___  ヶハゅルタャや 

 :るよゅィΗやフヱタャや 
:ゆよシャや  るΑハゅルタ フゅΑャぺ ヶホゅよャやヱ るΑバΑよヅャや フゅΑャΕや ラョ ヮルΕ  



 

≪√ 

 

 

: るΑャゅゎャや れΙゅェャや ヶプ ゐキェΑ ラぺ ノホヱゎゎ やクゅョ 
 

≒- ャや ゅΑΚカ ヶプ るΑもやヱワΙ ゅΑケΑゎミよ キヱィヱ ュキハるΑェャや れゅルもゅミ. 
 ヵヱッバャや ヅヘルャや ラヱミゎΑ Ι,  ラΕミよャやボゎ るΑもやヱワΚャや ゅΑケΑゎ ラョ ラΑィヱケゎΑルャやヱ ラΑィシミΕや ネやコゎルゅよ ュヱ

 るΑェャや れゅルもゅミャや ゅΑΚカ ヶプ るΑヱッバャや れゅよミケョャや 
 

≪-      . ラΑΑャゅハ りケやケェヱ ヅピッ れェゎ ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラヱよケミャや ヵケタルハ ァコョ 
 ヅヘルャや ラヱミゎΑ ゎ ゐΑェゎ ヵヱッハ メタぺ ラョ るΑルヱよケミヱケキΑワ キやヱョ ラヱミゎ りほセルャや ( るルΑバョ フヱケド れェ

) ヅヘルヤャ るΑヱッバャや ケΑビ 
 

 
≫-          .れゅェヱショャや れゅルェゅセ メΚカ ラョ ケΑィヘゎャゅよ るΑャやコャコ れゅィヱョ ケやキタま 

ャま メボゎルゎ れやコやコゎワや キャヱゎゎ ュを るΑゎヱタ れゅィヱョ メミセ ヴヤハ るΑッケΕや りケセボャゅよ るΑケカタャや れゅルΑヱミゎャや ヴ
ウヅシャや ヴヤハ るシミバルョ キゎケゎ  ヴヤハ れやケセぼョ ヶヅバゎャ るΑゎヱタャや れゅィヱョャや るハケシ ゆゅシェャ

るΑヅヘル れゅバョィゎ 
 
√-                    . ケゅルャや ヴャま ポΑゎシΚよャや ラョ るルΑルホ ゆΑケボゎ 

 メバゎセΑワヱ ヅヘルャや れゅボゎセョ ラョ ポΑゎシΚよャや ラΕ メゅバゎセΚャ るヤよゅホ ヶ 
 

∽- Αケボゎ             . ケゅルャや ヴャま サヱルゅヘャや ゆ 
 メバゎセΑメゅバゎセΚャ るヤよゅホ ヶワヱ ヅヘルャや れゅボゎセョ ラョ ケよゎバΑ コゅビ ヮよ サヱルゅヘャや ラΕ 

 
∝- よヅ ヴヤハ メΑボを ュシィ ノッヱ キルハ  . るΑヅヘル れゅバョィゎ ヴヤハ ヵヱゎェゎ ゅワキェぺ るΑケカタ れゅボ 

 ヅヘルャや ケィゅヰΑプ るΑケカタャや れゅよΑよェャや ゆケゅボゎゎ ヅピッヤャ ヅヘルャや チケバゎΑ ゅョキルハ ラΕ るΑョゅショャや メボゎ
ョャや ソヤボゎゎヱ ケをミぺヱ ゅヅピッ メホぺ れゅボよヅ ヴャま ヅヘルャや ヵケィワ ヴャま ヵキぼΑ ゅョョ るΑルΑよャや れゅプゅシ

 ) ゆシやヱケャや ヅビゅッゎ (   るΑョゅショ 
 
 
 
 
 



 

≪∽ 

 

 
∵-   ポョゅョぺ ヶゎャや るよヱよルΕや ベΚビま                   . ゅヰよヤホ ュを 

 ¬ゅョャや ュを ヅヘルャや ュを るΑヅャや ヴヤハぺ ヴャま ¬やヱヰャや ケィゅヰΑ 
ラΕ タャや ヵヱヅゎ ゅョキルハ るΑッケΕや れゅミケェャや るよキェョ るΑヅ メミセ ヴヤハ ケヱカ

プ ヴヤハ ゅョルΑよ メホぺ ヅピッャや ゐΑェ るΑヅャや ヴヤハぺ ヴャま ケィゅヰΑ ヅヘルャや ラみ
 ノヘゎケョ ヅピッャや ラヱミΑ るΑヅャや ヶよルゅィ 

 
 
∫- ェま ヴヤハ ヅピッャや ュを るΑヅゅヅョ るよヱよルぺ ベΚビま       .ラΑゎヰィャや ンキ 

 ヴヤハぺ ヴャま ゅΑシぺケ ヅヘルャや ノヘゎケΑ ラΕ ラヱミΑ ケヱタェョャや コゅピャや ヅピッ
ルョ ヴャま ケィゅヰΑ ヮヤバィΑ ゅョョ ヅヘルャや ヴヤハ やケΑよミ れやク ペヅゅ 

     ( メホぺ ヅピッ ) ヶバΑよヅャや コゅピャや ヅピッ 
 

 
∬-          . ゅヰミケゎ ュを ヅヘルヱ ¬ゅョ ゅヰよ るルΑルホ ァケ 

ヴヤハ るルΑルボャや ヮバッヱ キバよ ゅバΑケシ ¬ゅョャや ヴヤハぺ ネゅヘゎケΚャ ヅヘルャや キヱバΑ  るャヱゅヅャや 
 ラΕ るプゅをミャや ヶプ フΚゎカΙや ( ヴヤハぺ ヴャま ゅΑシぺケ ノヘゎケΑ ヮヤバィΑ ゅョョ ¬ゅョャや ラョ るプゅをミ メホぺ ヅヘルャや

 ) ヶハヱルャや ラコヱャやヱ 
 

≒≡- ゎバィΑケキゎ りケやケェヤャ ヅヘルャや チケ∨⇔ゅΑ 
るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ヴャや りケやケェャゅよ ヅヘルャや メタプ ラミョΑヱ ヮゎゅルヱミョ ヴャま ポミヘゎΑ≡ 

 

≒≒- ∨れやケΑョΑャヱよャや ヴャま れゅよミケョ るプゅッま 
 ウよタΑヱ アゎルョャや ソもゅタカ ケΑピゎゎ ヮルヱャ ケΑピゎΑ ヱや りヱホ ケをミぺ 

 

≒≪- ∨ラΑミャΕや るΑャま フゅッΑ れやケΑョΑャヱよヤャ メハゅヘゎ ゐヱキェ 
よャや アゎルΑボプ ケョΑャヱや メハゅヘゎ ヴョシΑヱ ヅ ケョΑャヱよャ 

≒≫- ま∨ ラΑヤプ ゆヱミ ヴャま ラヱゎΑシΕや るプゅッ 
 ラΑヤヘャや ゆヱクΑ 



 

≪∝ 

 

 

≒√- ∨ラカゅシ ¬ゅョ ヮよ ¬ゅルま ヶプ るΑミΑゎシΚよ ¬ゅョ るルΑルホ ノッヱ 
 )ゅヰヤミセ ケΑピゎΑ(ケヰタルゎヱ ラΑヤゎ 

 

≒∽- よ ¬ゅルま ヶプ るΑミΑゎシΚよ ¬ゅョ るルΑルホ ノッヱ∨アヤをヱ キケゅよ ¬ゅョ ヮ 
)ゅヰヤミセ ケΑピゎΑ( りキヱケよャゅよ ゆヤタゎゎ 

 

≒∝- ¬ゅョ ヶプ オよヅャや るΑルΓ チよボョ ノッヱ ∨⇔やキィ ラカゅシ 

Ε ケをほゎゎ ΙヵケやケェΚャや ポΑゎシΚよャや ラョ ゅヰル≡ 

 

≪≒-∨ポΑゎシΚよヤャ ケョゎショャや ァゅゎルΗや メェやケョ ラョ るヤェケョ れヘホヱゎ やクま 

れΙΓやヱ ァゅゎルΙや るΑヤョハ フホヱゎ ヴャま ヵキぼΑ≡ 

 

≪≪- れゅヘタやヱョ ヴヤハ ノルタョャや ノョ メΑョバャや ペヘゎや ゐΑェ ラョ フヤゎカゎ れゅィケカョャや ラぺ ゐΑェ アゎルョャや
∨ァゅゎルΗや ネヱルゅョ,ネヱルャやヱ メミセャや 

ャや ァゅゎルΗやΑピャや ノヅボゎョヶヅョル ケ≡ 

≪≫-ッま∨ラヅボャや ラョ ヮバルタョャや サよΚョャや ヴャま ¬ゅョャや るプゅ 

ヮハケシよ フィゎΙヱ¬ゅョャや ソゎョゎ≡ 

 

≪√- ∨ケゎシΑャヱよャや ラョ ヮバルタョャや サよΚョャや ヴャま ¬ゅョャや るプゅッま 

るハケシよ フィゎヱ ⇔ΚΑヤホ ¬ゅョャや ソゎョゎ≡ 

 ي :  أذكر كل ¥ا يل 
 

≒-        . ヅヘルャや るΑョワぺ 



 

≪∵ 

 

_ぺ  るΑもゅよケヰミャや るホゅヅャや ァゅゎルΗ キケヱョ     _ゆヤャ キヱホヱ れやケゅΑシ     _ァ れゅハゅルタャや 
 

≪-       . ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや ベケヅ 
 _ぺ ヶィヱャヱΑィャや ウショャや                  _ゆ ヶャやコャコャや ウショャや 

 _ァ            るΑよクゅィャや                  ¬- るΑシΑヅゅルピョャや 
 

≫- ゅシゎ ヶゎャや メョやヱバャや       . ヵヱッバャや ヅヘルャや ラΑヱミゎ ヶプ キハ 
 _ぺ                 ヅピッャや                  _ゆ  りケやケェャや 

 _ァハゅヘゎャや るΑもゅΑョΑミャや れΚ               ¬- るΑもやヱワΚャや ゅΑケΑゎミよャや 
 

√-            . ヶシΑヅゅルピョャや ウショャや ベケヅ 
 _ぺ            ヶッケぺ ウショ                _ゆ ヵケェよ ウショ 

 _ァ         ヵヱィ ウショ                   ¬- るΑハゅルタャや ケゅョホΕゅよ ウショ 
 

∽-         . るΑゎΑヱミ るΑヅヘル れゅハゅルタ 
 _ぺィ            ラΑャヱコゅ                    _ゆ ラΑシヱケΑミ 

 _ァ       キヱホヱャや れΑコ                    ¬-   メコΑキ 
 

∝-             . ヅヘルャや りケィワ メョやヱハ 
 _ぺ                     ゆシやヱケャや ヅビゅッゎ _ゆゅミケェャや るΑッケΕや れ 

 _ァ   ヶバΑよヅャや コゅピャや ヅピッ               ¬-  ヶハヱルャや ラコヱャやヱ るプゅをミャや 
 

∵- ヶゎャや るΑシゅシΕや ケタゅルバャや       . ヅヘルャや りケィワ ヴヤハ キハゅシゎ 
 _ぺ          れゅボよヅャや ラΑよ ヅピッャや ヶプ ベケヘャや 

 _ゆ  ベヱボセャやヱ ケヱシミャや メをョ ゅΑシぺケ ヱぺ ゅΑボプぺ ゅヰャΚカ ラョ ヅヘルャや ケヱケョよ ウョシゎ るΑケカタ れやケョョ キヱィヱ
カタャや ヶプ ケヱ 

 
∫-            . ヅヘルャや りケィワ ヴヤハ るャキぺ 

_ぺ ケ りケヱタ ヶプ チケΕや ウヅシ ヴヤハ ヅヘルャや ケヱヰド              ヶャヱケゎよ ウセ  
 _ゆ ラョ ゅヰゎケィワ ヴヤハ メΑャキ るΑヱッバャや キやヱョャゅよ りケΑボヘャや ヶヤョケャや ケィェャや ケヱカタ ヶプ ヅヘルャや キヱィヱ

. るΑケΑィャやヱ るΑルΑヅャや メをョ るΑヱッバャや キやヱョャゅよ るΑルピャや ケキタョャや ケヱカタ 
 _ァ れゅΑョミよ ヅヘルャや キヱィヱ.るΑケゅルャや ケヱカタャや ヶプ るヤΑヤホ 

 



 

≪∫ 

 

 أجب عما يأتي: 

≒- :ヅヘルヤャ るルヱミョャや ケタゅルバャや メヤド  
 

 

 

≪-  ラ ⊥ヱミゎャ ケョΑルヱョャや ラョ キキハ ケよミぺ ラ ⇔ヱミ ラヱよケミャやヱ ラΑィヱキΑヰャや れやケクャ ペプケョャや メヱキィャや メΚカ ラョ
∨ケΑョΑャヱよャや ラョ ヮヤシヤシ 

 
C C C H H H H 

C C C H H H H 

 

 ヮルΑヱミゎ ュゎ ヵクャや )ケョΑルヱョャや( ラΑをΑΕや キキハ ュミ ラョ
バョャや∨るボよゅシャや れゅΑヅ 

キハ=ラヱ⇔ミゎョャや ラΑをΑΗや キ√  

 

 وحل اWشكات  أسئلة التفكE الناقد 

 

≒-  ノッヱ ュを ラΑィヱケキΑヰャやヱ ラヱよケミャや ヵケタルハ ァコョよ ュゅホ ポゅルワヱ ヶもゅΑョΑミ ケよゎカョ ヴャま キャゅカ ゆワク
 ウィルゎ ラや ラミョΑ メヰプ . ヅヘルャや ラヱミΑャ るヤもゅワ りケやケェヱ やキィ ヶャゅハ ヅピッ れやク コゅヰィ ヶプ アΑコョャや

    .ポャク ケシプ ∨ ヮゎよケィゎ                  

 ラミョΑ れゅよミケョャ ヅΑヤカ ラョ ラヱミゎΑ ヮルぺ ゐΑェ , ヵヱッハ ケΑピャや  ヅヘルャや ラΑヱミゎよ ヮゎよケィゎ ウィルゎ ラぺ
 フヱケド れェゎ るΑルヱよケミヱケキΑヰャや れゅよミケョャゅよ フケバゎ ラΑィシミΕやヱ ラヱよケミャや ヵケタルハ ラΑよ るΑもゅΑョΑミ

 るルΑバョ 

 

N C CL 
H 



 

≪∬ 

 

≪-  ンキぺ ゅョョ るヤΑヱヅ るΑルョコ れやケゎヘャ ゆャゅェヅャや れヱョ ヴャま ンキぺ ゅョョ ゐヱヤゎャ めヅやヱセャや ンキェま れッケバゎ
まよシケゎ ヴャ ヅピッャ ゅヰッケバゎヱ ゅヰ ロクワ ヶプ ヅヘルャや ラヱミゎΑ ラぺ ラミョョャや ラョ メヰプ , るΑャゅハ りケやケェヱ

        . ポャク ケシプ ∨ るボヅルョャや 
 

 ノョ るΑもやキよャや るΑェャや れゅルもゅミャや ラョ ヶワヱ ゆャゅェヅャや メヤェゎ るィΑゎル ヵヱッバャや ヅヘルャや ラヱミゎΑ ラぺ ラミョョ
ゎ ラョコャや ケヱケョ ゅΑィΑケキゎ メヱェゎプ ンケカぺ るΑルキバョ ゆシやヱケ ノョ めヅゅセャや メゅョケよ  ヅヤゎカゎヱ ゆシケゎ

ャや メバヘよャやヱ りケやケェャやヱ ヅピッるΑルヱよケミヱケキΑワ キやヱョ ヴャま るΑもやヱワΚャや ゅΑケΑゎミよ 
 

≫-  ラΑよ るェΑェタャや るホΚバャや るΑャゅゎャや るΑルゅΑよャや るホΚバャや メをョゎ メワ るΑヅヘルャや キもゅタョヤャ ポゎシやケキ ¬ヱッ ヶプ
        ポャク ウッヱ . ラやコカャや ヶプ ヅヘルャや るΑョミヱ ケヱカタャや るΑクゅヘルヱ るΑョゅショ 

 
るΑシミハ るホΚハ メをョゎ ゅヰルや ゐΑェ めヅゅカ ヶルゅΑよャや ュシケャや ョルΑよ , るよゅィΗや ゅ 

Αェタャやキヱィヱ ヶワ るェ ケカタャや るΑクゅヘルヱ るΑョゅショ ラΑよ るΑキケヅ るホΚハ 
 ラやコカャや るバシ れキやコ ケヱカタャや るΑョゅショ れキやコ ゅョヤミ ゐΑェ , ヅヘルャや るΑョミヱ 

 
 
 

√-  ラハ ゆΑボルゎャや ベケヅャ ポゎシやケキ メΚカ ラョプ , メミセャや ゆキェョ ヶィヱャヱΑィ ゆΑミケゎ るボゎケャや メボェ ヶプ キィヱ
ャや ラハ ゅヰΑプ ゆΑボルゎャや ュゎ ヶゎャや るボΑケヅャや ウッヱ , ヅヘルャや ヶプ ヅヘルウッヱ ∨ るボゎケャや メボェ    .ポャク 

 
 ヴヤハ るボΑケヅャや ロクワ キョバゎゎ ゐΑェ ヶィヱャヱΑィャや ウショャゅよ るボゎケャや メボェ ヶプ  ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや ュゎ

 ケΑプゅェΕや ラョ ゅワやヱゎェョヱ るΑィヱャヱΑィャや ケヱタバャや ラΑよゎ ヶゎャや るャキΙやヱ るΑケカタャや ゆΑミやケゎャや るシやケキ
      . るΑよヱシケャや ケヱカタャや ヶプ るドヱヘェョャや 

 
∽- ヱ , ポョゅョぺ ヵクャや メミセャや メΚカ ラョボΑケヅ ウッルャや ラハ ゆΑボルゎャや る コゅヰィャや ュシや ゅェッヱョ ヅヘ

   . ュキカゎショャや 
 

  ケやキタま ヴヤハ キョゎバΑ ヵクャや ヶャやコャコャや ウショャや ヶャゅゎャや メミセャや メをョΑ
 れやコやコゎワや ゅヰルハ キャヱゎゎプ れやコやコヰャゅよ ヱぺ ケΑィヘゎャゅよ るΑャやコャコ れゅィヱョ
 メミセ ヴヤハ ヮΑッケΕや りケセヘャや ヶプ るΑケカタャや れゅルΑヱミゎャや ヴャま メボゎルゎ

れゅシゅミバルΙや ポヤゎ メィシゎヱ るΑゎヱタ れゅィヱョ ャや ヴヤハ ラハ ウヅシ
コゅヰィ ペΑケヅ  れゅルヱプヱΑィ ヴョシΑ サゅシェ 

 

 るΑクゅヘル
  るΑョゅショヱ
 ケヱカタャや 

 ヅヘルャや るΑョミ 



 

≫≡ 

 

∝-  るΑッケΕや るΑよクゅィャや ペΑケヅ ラハ ゅヰΑプ ヅヘルャや ラハ ゐェよャやヱ ゅョ るボヅルョ るシやケキよ ュゅホ ヶィヱャヱΑィ ゐェゅよ
      ∨ ヮョキカゎシや ヵクャや コゅヰィャや ュシや ゅョヱ    ∨ ポャク ケシヘゎ フΑミプ . ヅヘルャゅよ るバよセョ ケヱカタャや ラぺ キィヱヱ , 

 
ヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ ヮΑッケΕや るΑよクゅィャや るボΑケヅ キョゎバゎ ヴヤハ  ヅ るΑよクゅィャや フΚゎカや ラゅミョ ラョ るΑッケΕや

 ヶプ るΑッケΕや るΑよクゅィャや りヱホ れキやコ ゅョヤミプ チケΕや ウヅシ れェゎ ケヱカタャや るプゅをミ フΚゎカΙ ケカΙ
 ケヱカタャや コΑョΑ ゅョ ヱワヱ るプゅをミャや るΑャゅハ ケヱカタ キヱィヱ ヴヤハ ポャク メキ チケΕや ウヅシ ヴヤハ ゅョ ラゅミョ

ゎシゅよ  ケカΓ ラゅミョ ラョ ヮΑッケΕや るΑよクゅィャや りキセ サゅΑホ ラミョΑヱ  ヅヘルャゅよ るバよセョャや ュやキカ
ャやれやケゎΑョΑプやケィ 
 

∵-  ヶプ ヶヅバゎ ウヅシャや ヴヤハ るシミバルョ るΑゎヱタ れゅィヱョ ヶボヤゎ ュゎ るΑケェよャや るΑルやキΑョャや れΚェケャや ンキェま
 ュシや ゅョヱ ∨ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ るョキカゎショャや るボΑケヅャや ヶワ ゅョプ , ヅヘルャや れゅバョィゎ ヴヤハ れやケセぼョ

 ∨ ュキカゎショャや コゅヰィャや 
 

れゅィヱョ ケやキタま ヴヤハ キョゎバΑ ヵクャや ヶャやコャコャや ウショャゅよ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや ュゎ Αャやコャコ ヱぺ ケΑィヘゎャゅよ る
ゅよ ヴヤハ ヮΑッケΕや りケセヘャや ヶプ るΑケカタャや れゅルΑヱミゎャや ヴャま メボゎルゎ れやコやコゎワや ゅヰルハ キャヱゎゎプ れやコやコヰャ

 ヴョシΑ サゅシェ コゅヰィ ペΑケヅ ラハ ウヅシャや ヴヤハ れゅシゅミバルΙや ポヤゎ メィシゎヱ るΑゎヱタ れゅィヱョ メミセ
れゅルヱプヱΑィ 

 
∫-   プ るΑッケΕや りケセボャや ヶプ ヅヘルャや ノョィゎ ラゅミョ キΑキェゎヱ キタケ ュゎ るΑィヱャヱΑィャや れゅシやケキャや ンキェま ヶ

よホヱ             ∨ ゆゅよシΕや ヶワ ゅョヱ ∨ ポャク ヶルバΑ やクゅョプ . ケカぺ ラゅミョ ヶプ ヅヘルャや キィヱ ケヘェャゅよ ¬キよャや メ 
 

ョま ゆよシャや ラヱミΑ キホヱ ヮャ ケヱゅィョ ケカぺ ラゅミョ ヴャま ラゅミョ ラョ ヅヘルャや りケィワ ポャクよ ヶルバΑ  ヅビゅッゎ ゅ
ェャや ヱぺ ゆシやヱケヤャ コゅピャや ヅピッ ヱぺ ヶハヱルャや ラコヱャやヱ るプゅをミャや ヶプ フΚゎカや ヱぺ ヮΑッケΕや れゅミケ

 ヶバΑよヅャや 
 

∬- : ポョゅョぺ ヵクャや メミセャや メΚカ ラョ   
 . ヅヘルャや ノョィゎャ るよシゅルョ ケΑピャや れゅボよヅャや メヤド 

 
 : ゆよシャや ゆシやヱケャや ラΑよ るΑルΑよャや れゅェゅショャや ュィェ メやコゎカやヱ ソヤボゎ ゆよシよ

ヴャま ヵキぼΑ ゅョョ ラョ アゎゅルャや るΑョゅショャや るヤホ  ラョ ゆよシゎョャや ヶャゅバャや ヅピッャや
ロヱヤバゎ ヶゎャや ゆシやヱケャや ヅビゅッゎ 

 

 ぺ  

ゆ   

 ァ  

 キ  
ケ
ケ
ケ

ケ
ケ

ケ
ケ
ケ
ケ

ケ



 

≫≒ 

 

≒≡-  れをキェ るΑヱΑシΕや メヱキャや キェぺ ヶプ るルヱミョ れゅボよヅャや ¬ゅルをルや ヴャま れキぺ るヘΑルハ るΑッケぺ れゅミケェ
 ロクワ ゐヱキェ キバよ ゐキェΑシ ヵクャや ゅョ . ヅヘル ヴヤハ ヵヱゎェゎ れゅボよヅャや ロクワ れルゅミ やクみプ , るよキェョ れゅΑヅ

   ポャク ケシプ . るΑッケΕや れゅミケェャや 
   

ラミゅョぺ ラョ ヅヘルャや ケィゅヰΑシ  れゅミケェャや ラぺ ゐΑェ チヘカルョャや ヅピッャや ラミゅョぺ ヴャま ノヘゎケョャや ヅピッャや
ヴヤハ れゅボよヅャや ヶルをゎ ヮΑッケΕや  ¬やコィΕや ヴヤハ キセ りヱホ ヶルをャや るミケェ ラハ ほセルゎヱ るよキェョ れゅΑヅ メミセ

 ヅヘルャや ケィゅヰΑ ポャクャ るΑヅャや ヶよルゅィ ヴヤハ ヅピッ りヱホ ヮシヘル れホヱャや ヶプヱ るΑヅャや ュョホ ラョ るよΑケボャや
ピッャや ゐΑェ ヴヤハぺ ヴャま ゅΑシぺケ. メホぺ ヅ 

 
≒≒- Κェケャや ンキェま ヶプ ラョ ラヱミゎΑ ヮルやヱ ヅヘルャや ラヱミゎ るΑヘΑミ ゥケセよ サキルヰョャや ュゅホ るΑィヱャヱΑィャや れ

るΑルヱよケミヱケキΑワ キやヱョ                        ∨ サキルヰョャや ヮよゅィぺ やクゅョよプ ,, ∨ ヅヘルャや れゅヘタ ヶワ ゅョヱ ュワキェぺ ヮャほシプ 
 

Κャ るヤよゅホヱ ロコΑョョ りクゅヘル るェもやケ ゅヰャ ヮィコャ るΑゎΑコ るヤもゅシ ロキゅョ ヮルぺ ヅヘルャや れゅヘタ ラョ. メゅバゎセ 
 

≒≪- カ るョヤバョャや れェケセ ゅョ れャほシ ュを ゆΑボルゎャや ベケヅヱ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや るΑョワぺ ラハ サケキャや るィΑキ
ゎルや ベケヅャや ケをミぺ ヶワ るΑよクゅィャや るボΑケヅ : ヴルョ るよャゅヅャや れよゅィぺヱ ∨ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ やケゅセ

 ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ ンケカΕや ベケヅャや ヶワ ゅョヱ ∨ ヴルョ るよャゅヅャや るよゅィみよ ポΑぺケ ヱワ ゅョプ . るΑッケΕや∨         
 

ゅィま るよΑェ るもヅゅカ ヴルョ るよャゅヅャや キョゎバゎ ヶゎャや ヶャやコャコャや ウショャや るボΑケヅ ヶワ やケゅセゎルや ベケヅャや ケをミぺ ラぺ ゐ
ヱタャや れゅィヱョャや キタケ ヴヤハ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ ンケカぺ ベケヅ ポゅルワヱ , ウヅシャや ヴヤハ るシミバルョャや るΑゎ

 .るΑシΑヅゅルピョャや るボΑケヅャやヱ ヶィヱャヱΑィャや ウショャゅミ 
 
 

≒≫-  ゆヱゎミョ コゅヰィ キキィャや ラΑヘドヱョャや キェぺ キワゅセ ヅヘルャや れゅミケセ ンキェまメほシプ ∩ ケゎΑョヱゎΑルビゅョ ヮΑヤハ 
                    ∨ ヮよゅィぺ やクゅョよプ ∨ ュキカゎシΑ ュよヱ コゅヰィャや やクワ るΑョワぺ ラハ ケカへ フドヱョ 

 
ゎシΑ サゅΑボよ ュヱボΑ ゐΑェ るΑシΑヅゅルピョャや るボΑケヅャゅよ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎヤャ ケゎΑョヱゎΑルビゅョャや コゅヰィ ュキカ

 ウヅシ ベヱプ ケカΕ ラゅミョ ラョ ヶシΑヅゅルピョャや メゅィョャや りキセ ヶプ ヶシぺケャやヱ ヶボプΕや ケΑピゎャや メキバョ
Εや. チケ 

 

≒√- ミケセ ヶプ フドヱョ キョェョ キワゅセ ヅヘルヤャ ヶもΑコィゎャや ケΑヅボゎャや ァケよ ヴャま ゆワク ゅョキルハヱ れΑヱミャや ヅヘル る
キやヱョャや ラョ るヘヤゎカョ ネやヱルぺ ケΑヅボゎャや ァケよ ラョ るィゎゅルャや≡ 



 

≫≪ 

 

 
-∨キやヱョャや りクワ ラ ⇔ヱミル キョェョャ ケシヘゎ フΑミ 

ュゅカャや ヅヘルャや ゅヰャ チケバョャや りケやケェャや るィケキ フΚゎカみよ ヅヘルャや れゅボゎセョ フヤゎカゎ≡ 

ャや りキゅョャや ラΑよ るホΚハ ポゅルワ メワゅヰョやキカゎシや るボΑケヅヱ るルヱミゎョ ∨メゅをョよ ポャク ⇔ ゅェッヱョ 

 , ュバルゅをョ ヵぺ ヱぺ ヶヰヅャや ヶプ ュキカゎシΑヱ ⇔Ιヱぺ ラ ⇔ヱミゎΑ ラゅよヱケよャや コゅビ メゅをョ ケカへ メ≡ 

 

≒∽-   ヴヤハ ヅヘル れゅルΑハ ノΑコヱゎ ュゎ れΑヱミャや ヅヘル るミケセ ヴャま るヤェケ ヶプ るもΚョコ ノョ キョェぺ ラゅミ ゅョルΑよ
よヤヅャやるヅヘルャや るルΑハ ノΑよよ ヅヘルャや ラョ りキゅヘゎシΗゅよ キョェぺ ケミプ ,≡ 

 
ェぺ キΑぼゎ メワ∨キョ    Ι  

 
∨やクゅョャヱ  

ΕれゅΑヤョバャ りキバャ ノッカΑ ラぺ ゆィΑ ラミャヱ るΑバΑよヅ りケヱタよ ヅヘルャや ラョ りキゅヘゎシΗや ラミョΑ Ι ヮル≡ 
 

 
≒∝- ぺ れキやケ ラΑヤプ ゆヱミ :ゆやヱミΕや ラョ ラゅハヱル ゅヰョゅョぺ れキィヱヱ ラカゅシ ヵゅセ ゆヱミ ゆケセゎ ラぺ りケヱル

ヶィゅィコ ゆヱミヱ≡ 
ゅョル∨ りケヱル ヴヤハ るェケゎボゎ ヵクャや ゆヱミャや ネヱ 

ヶィゅィコャや ゆヱミャや≡ 

∨やクゅョャ 
りケやケェャゅよ ゆヱクΑ ポΑゎシΚよャや ラΕ≡ 

 

≒∵-  キェぺ ヶプケョΑャヱよャや ゆルゅィ ヴヤャや ¬ゅョ ¬コィ メゅタヘルや ュゎ りケョヤよャや れΚハゅヘゎ≡ 
∨メハゅヘゎャや やクワ ヶョシル やクゅョ 

ケΑョΑャヱよフをゅミゎャや れや≡ 

∨れやケΑョΑャヱよャや ヴャま れゅルΑミΖャや るプゅッま キルハ ゐキェΑ ラぺ ノホヱゎゎ やクゅョ 
ヅボプ ケョΑャヱよ ラヱミゎΑヱ るプゅッΗや りケョヤよ れΚハゅヘゎ ゐキェゎ≡ 

 



 

≫≫ 

 

≒∫- ま るボヅルョ ヶプ スΑバΑ キョェョキルハヱ ュゅバャや メやヱヅ ケゅヅョΕや るョもやキ るΑもやヱゎシ ¬やケセャ ゆワクΑ ゅョ
ヶバΑよヅャや ラヅボャや ヵケゎセΑ ラぺ メッヘΑ サよΚョャや≡ 

 
∨ヵぺケャや ヮボプやヱゎ メワ  Ι 

∨やクゅョャ 

 ラΕ サよΚョ ¬やケセよ ヮェタルぺヱ るハケシよ フィΑ Ιヱ ⇔やキィ ケΑよミ メミセよ ¬ゅョャや ソゎョΑ ヶバΑよヅャや ラヅボャや
 ケゎシΑャヱよャや(るΑハゅルタャや フゅΑΕぺ ラョ–ゅョャや ソゎョΑΙ ヮルΕ )ヶハゅルタャや ケΑケェャや フィΑヱ ⇔やケΑをミ ¬

ヮハケシよ≡ 

 

≒∬-   ポもΚョコ ノョ ゆワク  ケタゅルヱ るΑキヤィ るΑシゅシェ ラョ ヶルゅバΑ キョェぺ ポヤΑョコ ラゅミヱ サよΚョャや ¬やケセャ
サよΚョャや ヶミャ れホヱ ヮΑキャ サΑャ≡ 

∨るもやケセよ キョェぺ ウタルゎ ヵクャや サよΚョャや ネヱルゅョ 
ヶバΑよヅャや ラヅボャや≡ 

∨るもやケセよ ケタゅル ウタルゎ ヵクャや サよΚョャや ネヱルゅョ 
  ゎシΑャヱよャや ヱぺ ヶハゅルタャや ケΑケェャや メをョ るΑハゅルタ フゅΑャぺるハケシよ フィゎヱ キバィゎゎΙ ゅヰルΕ ケ≡ 
 

≪≡- ョャや ヶヘドヱ: ュΑワゅヘョャや るヅΑケカ ¬ゅルよ ヶプ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘ 
 

 _ ヶャやコャコ ウショ _ れゅルヱプヱΑィ  _ ヅヘルャや ラハ ゆΑボルゎャや ゆΑミやケゎ _ るΑッケΕや るΑよクゅィャや _ ケゎΑョヱゎΑルビゅョ
       .れやケゎΑョΑプやケィ _ ヶィヱャヱΑィャや ウショャや _ るΑシΑヅゅルピョャや _ るΑケカタ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

≫√ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


