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るΒよゲわャや       ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬  /≪≡≪≡ ュ  りケやコヱ

れゅΒハゅヨわィΚャ ヶレヘャや ヮΒィヲわャや             れゅΒハゅヨわィΙや ユジホ 

るΒヨΒヤバわャや ヶャヲェ るボトレヨャ るョゅバャや りケやキΗや           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 بنات.مص)بنت Zمد  مدرسة أم كلثوم علماتاعداد م

 زهراء اUدادأ       النادي  نورهأ     

 هنوف العبداhأ     هبه كرم أ             
 

 مديرة اWدرسة      جهة الفنيةاWو    رئيسة القسم

 هند الناشيأ   فاطمة اأصبحيأ    نوال الدبيانأ

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

 مع Nنياتنا لكم بالتوفيق

 بنك اسئلة للصف التاسع   

 الكويت والعام ))          

 للفAة الدراسية اأوى    

 م 9191 س 9102           



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

 بنك اسئلة الوحدة اأوى

 (البيئة الطبيعية 
  



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

りギェヲャや るヤゃシや マレよ るΒルゅんャや  (るΒバΒらトャや るゃΒらャやヱ ラゅジルΗや ) 

ゅョ フゲハ  ろシケキ ゅヨョ ヶヤΑ:- 

 

≒- るゃΒらャや :  ゲタゅレハ ノョ ゅヰΒプ モハゅヘわΑヱ ヮゎゅΒェ れゅョヲボョ ヴヤハ ヮΒプ モダエΑヱ ラゅジルΙや ヮΒプ ズΒバΑ ヵグャや ケゅヅΙや

るゃΒらャや ソ≒∽ 

≪-  るΒバΒらトャや るゃΒらャや :ゅジルΗゅよ テΒエΑ ゅョ モミΘャ ザΒャ るΒェ ゲΒビヱ るΒェ れやゲワゅド リョ ララゅジル  ヵぺ ヶプ モカキ

ゅワキヲィヱ ソ≒∽ 

≫-  るΒエャや ゲΒビ るゃΒらャや:  ンヲボャや ログワ ギハゅジゎ ゑΒェ ゥゅΑゲャやヱ るよヲヅゲャやヱ りケやゲエャやヱ ¬ヲツャやヱ ¬ゅヨャやヱ るよゲわャや モんヨゎ

ソ ブ∂Βムわャや ヴヤハ ユジイャや≒∽ 

√-  るΒエャや るゃΒらャや: ソ るゃΒらャや マヤゎ ヶプ ズΒバゎ ヶわャや るΒエャや れゅレもゅムャや モんヨゎ≒∽ 

∽- ヶゃΒらャや ラコやヲわャや : や ナヘエΑ ヵグャや るゃΒらャや れゅルヲムョ リΒよ ゲヨわジヨャや モハゅヘわャや キギエョ リョコ ヶプ ヶらジレャや ゅワケやゲボわシ

ンゲカΕや れゅルヲムヨャや ヴヤハ ラヲムョ ヵぺ ゲをほわΑ ラぺ ラヱキ ソ≒∝ 

∝-  ヶムヤヘャや ノホヲヨャや: よ るャヱギャや ノホヲョチゲバャや ゲもやヱキヱ メヲトャや ヅヲトガャ るらジレャゅ ソ≒∫ 

∵-  ズわレΑゲィ テカ: ヶよゲビヱ ヶホゲセ リΒヘダル るΒッケΕや りゲムャや ユジボΑ ゲヘタ ヮヨホケヱ サゅシΕや テカ ヲワ ソ≒∫ 

∫- ¬やヲわシΙや テカ : や ユジボΑ ゲヘタ ヮヨホケヱ サゅシΕや テカ ヲワヶよヲレィヱ ヶャゅヨセ リΒヘダル るΒッケΕや りゲムャ ソ≒∬ 

∬-  ヶャヱギャや オΑケゅわャや テカ:  テカ ヲワ≒∫≡ るィケキ ュヲΒャや ぺギらΑ ヮレョヱ ソ≒∬ 

≒≡-  ヶルゅムヨャや ノホヲヨャや:  ラゅムョ ヶプ るャヱギャや ノホヲョ ヲワ リΒバョ ソ≪≡ 

≒≒- ヶらジレャや ノホヲヨャや : ¬ゅョャやヱ るシよゅΑヤャ るよシルャゅよ るャヱキャや ノホヱョ ソ≪≡ 

≒≪-  ザΑケゅツわャや: ッヘカルョヱ れゅバヘゎケョ ラョ チケΕや ウヅシ メミセャ るΑシΑもケャや ウョΚョャや れゅるΑキヱぺヱ メヱヰシヱ 

ソ≪≫ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≒≫-  メゅらイャや:  ラハ ヮハゅヘゎケや メボΑ Ι るョホ ヮャ ノヘゎケョ メミ≒≡≡≡ ケゎョ ソ≪√ 

≒√-  ゆゅツヰャや: りケΑよミ るェゅショ ヴヤハ キゎョゎヱ ヱゎショ ゅヰェヅシヱ るバヘゎケョ チケぺ ソ≪√ 

≒∽-  メΚわャや:  ラハ ヮハゅヘゎケや メボΑ るョホ ヮャ ノヘゎケョ メミ≒≡≡≡ ケゎョ ソ≪√ 

≒∝-  メヲヰジャや:  コΑョゎゎ チケΕや ウヅシ ラョ りケΑよミ るェゅショゅヰもやヱゎシゅよ ゅヰハゅヘゎケや るヤホヱ ソ≪√ 

≒∵- や るΑゲバわャ:  るΑケカタャや れゅゎゎヘョャや メボルヱ  チケΕや ウヅシ メΑミセゎヱ れェル るΑヤョハ ヶワゅヰよゅシケまヱ  ケカや ラゅミョ ヶプ

 キΑヤィャやヱ るΑケゅィャや ロゅΑョャやヱ ゥゅΑケャや メΚカ ラョァやヱョΕやヱ るΑプヱィャや ロゅΑョャやヱ ソ≪√ 

≒∫-  ⊥ヨャや ォゅレ: るヤΑヱヅ るΑルョコ りケゎプ メΚカ ヱィャや るャゅェ ソ≪∵ 

≒∬-  ヴャヱΕや るョやギヰャや : ュゅハ ヶプ りケΑコビ ケゅヅョΕ れΑヱミャや れッケバゎ≒∬≫√ ュ キぺ れヱΑよャや ラョ ケΑをミャや ュキワ ヴャや れ

 ヶャやヱェ ケケッゎヱ ラΑヅャや ラョ るΑルよョャや≒∫≡≡ ソカセ ソ≪∵ 

≪≡-  るΑルゅをャや るョやキヰャや : ュゅハ れヱΑよャや ラョ ケΑをミャや れョキヰゎヱ りケΑコビ ケゅヅョや れヤヅワ≒∬∽√ソ ュ≪∵ 

≪≒-  るΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや: ゅワゲΒビ リョ りゴΒヨわョヱ るヰよゅゼわョ るΒカゅレョ ゾもゅダカ れやク チケΕや リョ るェゅジョ ソ≪∵ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

√ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ょわミぺ ヱぺ ュヲヰヘヨャや ウヤトダヨャやヤハ メやギャや るΒャゅわャや れやケゅらバャや ヴ: 

ュ ヶヨヤバャや ウヤトダヨャや りケゅらバャや 

≒ るゃΒらャや ソ≒∽ 
 ヲワ モハゅヘわΑヱ ヮゎゅΒェ れゅョヲボョ ヴヤハ ヮΒプ モダエΑヱ ラゅジルΙや ヮΒプ ズΒバΑ ヵグャや ケゅヅΙや

 るゃΒらャや ゲタゅレハ ノョ ゅヰΒプ 

≪ 
るΒバΒらトャや るゃΒらャや 

ソ≒∽ 

 ヲワ モカキ ヵぺ ラゅジルΘャ ザΒャ るΒェ ゲΒビヱ るΒェ れやゲワゅド リョ ラゅジルΗゅよ テΒエΑ ゅョ モミ

ゅワキヲィヱ ヶプ 

≫ 
ヲわャやコやヶゃΒらャや ラ 

ソ≒∝ 

 ヲワ リョコ ヶプ ヶらジレャや ゅワケやゲボわシや ナヘエΑ ヵグャや るゃΒらャや れゅルヲムョ リΒよ ゲヨわジヨャや モハゅヘわャや

ほわΑ ラぺ ラヱキ キギエョ ンゲカΕや れゅルヲムヨャや ヴヤハ ラヲムョ ヵぺ ゲを 

√ 
ヶムヤヘャや ノホヲヨャや 

ソ≒∫ 
 ヲワ チゲバャや ゲもやヱキヱ メヲトャや ヅヲトガャ るらジレャゅよ るャヱギャや ノホヲョ 

∽ 
ヶらジレャや ノホヲヨャや 

ソ≪≡ 
ャやヱ るジよゅΒヤャ るらジレャゅよ るャヱギャや ノホヲョ ヲワ¬ゅヨ 

∝ 
 ヶルゅムヨャや ノホヲヨャや

ソ≪≡ 
 ラゅムョ ヶプ るャヱギャや ノホヲョ ヲワリΒバョ 

∵ ザΑケゅツわャや ソ≪≫ 
 ヶワ れゅッヘカルョヱ れゅバヘゎケョ ラョ チケΕや ウヅシ メミセャ るΑシΑもケャや ウョΚョャやるΑキヱぺヱ 

メヱヰシヱ 

∫ ズわレΑゲィ テカ ソ≒∫ ゆケピャやヱ ベケセャや ラΑよ メタヘΑ ケヘタ ヮョホケヱ サゅシΕや ヅカ ヱワ 

∬ ¬やヲわシΙや テカ ソ≒∬ ゅョセャや ラΑよ メタヘΑ ケヘタ ヮョホケヱ サゅシΕや ヅカ ヱワゆヱルィャやヱ メ 

≒≡ ヶャヱギャや オΑケゅわャや テカ  メヱヅ ヅカ ヱワ≒∫≡ ュヱΑャや ヮルョ ぺキよΑヱ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

∽ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

ソ≒∫ 

≒≒ メゅらイャや ソ≪√  ヱワ ラハ ヮハゅヘゎケや メボΑ Ι るョホ ヮャ ノヘゎケョ メミ≒≡≡≡  ケゎョ 

≒≪ メΚわャや ソ≪√  ヱワ ラハ ヮハゅヘゎケや メボΑ るョホ ヮャ ノヘゎケョ メミ≒≡≡≡ ケゎョ 

≒≫ ゆゅツヰャや ソ≪√  ヶワヅシヱ るバヘゎケョ チケぺェりケΑよミ るェゅショ ヴヤハ キゎョゎヱ ヱゎショ ゅヰ 

≒√ ジャやメヲヰ ソ≪√  ヶワ コΑョゎゎ チケΕや ウヅシ ラョ りケΑよミ るェゅショゅヰもやヱゎシゅよ ゅヰハゅヘゎケや るヤホヱ 

≒∽ ャやるΑゲバわ ソ≪√ 

 るΑケカタャや れゅゎゎヘョャや メボルヱ  チケΕや ウヅシ メΑミセゎヱ れェル るΑヤョハ ヶワゅヰよゅシケまヱ 

 キΑヤィャやヱ るΑケゅィャや ロゅΑョャやヱ ゥゅΑケャや メΚカ ラョ ケカや ラゅミョ ヶプァやヱョΕやヱ  ロゅΑョャやヱ

るΑプヱィャや 

≒∝ ォゅレヨャや ソ≪∵  ヱワケゎプ メΚカ ヱィャや るャゅェるヤΑヱヅ るΑルョコ り 

≒∵ 
ヴャヱΙや るョやギヰャや 

ソ≪∵ 

 ュゅハ ヶプ りケΑコビ ケゅヅョΕ れΑヱミャや れッケバゎ≒∬≫√  ラョ ケΑをミャや ュキワ ヴャや れキぺ

 ヶャやヱェ ケケッゎヱ ラΑヅャや ラョ るΑルよョャや れヱΑよャや≒∫≡≡ ソカセ 

≒∫ 
るΒルゅんャや るョやギヰャや 

ソ≪∵ 
 ュゅハ れヱΑよャや ラョ ケΑをミャや れョキヰゎヱ りケΑコビ ケゅヅョや れヤヅワ≒∬∽√ 

≒∬ 
るΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや 

ソ≪∵ 
 ヶワΕや リョ るェゅジョゅワゲΒビ リョ りゴΒヨわョヱ るヰよゅゼわョ るΒカゅレョ ゾもゅダカ れやク チケ 

 
 
 
 
 

 

 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

∝ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

- ゆヱタ  ヅカ ヮゎェゎ ゅョラΑシヱボャや ラΑよ るェΑェタャや るよゅィΙや るよゅゎミヱ : 

 
≒-  ュシホ ラョ ¬ゅョャや ケよゎバΑΑェャや るもΑよャやる       (るΑェャや ケΑビ  )ソ≒∽ 

≪-  ヅカャやメヱヅ Α ヵクャやヶャヱキャや オΑケゅゎャや ヅカ ヴョシ ホケ メをョΑ ュ≪√≡ᆴ      (≒∫≡  )ソ≒∫ 

≫- ΑェΚタ サΑケゅッゎャや ケワゅドョ メホぺ ラョヵケセよャや ケやケボゎシΚャ る メヱヰシャや      (メゅよィャや  )ソ≪√ 

√- ¬ゅョャやヱ るシよゅΑヤャ るよシルャゅよ ノホヱョャや  ヴョシΑヶルゅミョャや ノホヱョャや    (ヶよシルャや ノホヱョャや  )ソ≪≡ 

∽-  メをョゎ るよシル メヱヰシャやョれやケゅボャや るェゅショ ラ  ヶャやヱェ∽≒%    (√≒%  )ソ≪√ 

∝-  りキェやヱ るィケキ りケやケェャや るィケキ メボゎ チケΕや ウヅシ ラハ ゅルバヘゎケや ゅョヤミ≪∽≡ュ  (≒∽≡ュ  )ソ≪≫ 

 

 

- ヨミぺ ろシケキ ゅヨョ マョゅョぺ ヵグャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モ: 

≒-   るゃΒらャや ュゅジホぺ: ソ≒∽ 
 
 

 

 

≪-  りゅΒエャや ゑヤんョ ネΚッぺ  :ソ≒∽ 

 

 

 

≫-  リョ ノホヲヨャや ュゅジホぺ: ソ≒∫ 
 
 

 
 
 
 

るΑェ るΑェ ケΑビ 

ヶミヤヘャや ヶルゅミョャや ヶよシルャや 

ラゅシルΙや るΑバΑよヅャや キケやヱョャや るもΑよャや 
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∵ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

√-  リョメヲヰジャや ネやヲルぺ  :  ソ≪√ 
 
 

 

 
 
 

∽-  リョ ォゅレヨャや ゲタゅレハ: ソ≪∵ 

 

 

 
 
 

∝-  リョるΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや : ソ≪∵- ≪∫ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∵-  リョ るゃΒらャや ュゅジホぺ るΒカゅレ ⊥ヨャや: ソ≫≒ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヶヤェゅシ ヶッΑプ 

ゥゅΑケャや ヵヱィャや ヅピッャや りケやケェャや るよヱヅケャや ケゅヅョΙや 

りケゅェャや ュΑャゅホΕや  るャキゎバョャや ュΑャゅホΕや
るもΑプキャや 

 るャキゎバョャや ュΑャゅホΕや
りキケゅよャや 

 ュΑャゅホΕやりキケゅよャや 

りケゅェャや 
りギヨイわョ 

るャキゎバョ 
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∫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  リΒよ ベゲプヶヤΑ ゅョ ろシケキ ゅヨョ : 
 

 れやゴΒヨョるΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや りケゅエャや ソ≪∵  れやゴΒヨョりキケゅらャや るΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや ソ≪∫ 
 りゲもやキヱ ¬やヲわシΙや テカ リΒよ るバホやヲャや ユΒャゅホΕや ヶワ

 チゲハ≫≡  ォゅレヨャや ゅヰレョヱ ゅよヲレィ ヱ Ιゅヨセ
ヶもやヲわシΙや 

ャや ユΒャゅホΕや ヶワチゲハ ヶゎゲもやキ リΒよ ゅヨΒプ るバホやヲ 
 ∝≡-∬≡  やケギレわャや ォゅレョ ゅヰわヤんョや リョヱ ゅよヲレィヱ Ιゅヨセ

 ( りキケゅらャや ヵケゅエダャや) 
 

ソ るΑゲエらャや るゃΒらャや れやゴΒヨョ≫≡ ソ るΒヤらイャや るゃΒらャや れやゴΒヨョ≫≡ ソ るャギわバヨャや るゃΒらャや れやゴΒヨョ≫≒ 
-  ヶゃΒらャや ラコやヲわャや ヴヤハ ドゅヘエャや

るΒッケΕや りゲムヤャ 
-  るΒルギバヨャや れやヱゲんャや ゲΒプヲゎ

や るΒムヨジャやヱ るΒゎゅらレャやヱ るヘヤわガヨャ
ラゅジルΘャ 

-  れΚタやヲヨャや ベゲヅ ゲΒプヲゎ
るェゅΒジャやヱ ヮΒプゲわヤャ メゅイョヱ 

-  るΒバΒらトャや ロゅΒヨャや リΑゴガゎ
るヨヰヨャや るΒルギバヨャや れやヱゲんャやヱ 

-  りゅΒエヤャ るΒバΒらヅ るゃΒよ ゲらわバゎ
るΑゲらャや 

- るェゅΒジヤャ るゃΒよ 

- るトゼルΕや リョ ギΑギバャや るシケゅヨョ 
-  るΒルやヲΒエャやヱ るΒゎゅらレャや りゅΒエャや ネヲレゎ

ンゲカΕや れゅゃΒらャや リョ ゲんミぺ 
-  ケやゲボわシΙやヱ ¬ゅレらャや キゅΑキコや リハ

れゅゃΒらャや リョ ゅワゲΒビ 
-  ヶハやケゴャや ヅゅゼレャや るョゅホま るΒルゅムョま

ゅヰΒプ ヶハゅレダャやヱ 
 
 

るゃΒプギャや るャギわバヨャや るΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや ソ≪∵ りキケゅらャや るャギわバヨャや るΒカゅレヨャや ユΒャゅホΕや ソ≪∫ 

 チゲハ ヶゎゲもやキ リΒよ るバホやヲャや ユΒャゅホΕや ヶワ≫≡-√≡ 
テシヲわヨャや ゲエらャや ォゅレョ ゅヰわヤんョや リョヱ ゅよヲレィヱ Ιゅヨセ 

よ ゅヨΒプ るバホやヲャや ユΒャゅホΕや ヶワチゲハ ヶゎゲもやキ リΒ 
 √≡-∝≡  ゆゲビ ォゅレョ ゅヰわヤんョや リョヱ ゅよヲレィヱ Ιゅヨセ

ゅよケヱや 
 

 

ソ メヲトャや ヅヲトカ れやゴΒヨョ≒∫ ソ チゲバャや ゲもやヱキ れやゴΒヨョ≒∬ 
- ゲヘタ ヮヨホケヱ サゅシΕや テカ ヲワ ズわレΑゲィ テカ 
-  ヶホゲセ リΒヘダル ヴャま ユャゅバャや ズわレΑゲィ テカ ユジボΑ

ヶよゲビヱ 
-  メヲトャや ヅヲトカ ギわヨゎ≒∫≡夕  ヱ ⇔ ゅホゲセ≒∫≡夕  ⇔ ゅよゲビ

ズわレΑゲィ テカ リョ 
- ヲトャや ヅヲトカ ゅルギハゅジゎ リΒよ リョゴャや リΒΒバゎ ヴヤハ メ

チケΕや ウトシ ヴヤハ リミゅョΕや 
-  メヲヅ テカ≒∫≡夕  ヶャヱギャや オΑケゅわャや テカ ヴヨジΑ

ュヲΒャや ぺギらΑ ヮレョヱ 

- ゲヘタ ヮヨホケヱ サゅシΕや テカ ヲワ ¬やヲわシΙや テカ 
-  ヶャゅヨセ リΒヘダル ヴャま ユャゅバャや ¬やヲわシΙや テカ ユジボΑ

ヶよヲレィヱ 
-  チゲバャや ゲもやヱキ ギわヨゎ∬≡夕  ヱ ⇔Ιゅヨセ∬≡夕  ⇔ ゅよヲレィ

¬やヲわシΙや テカ リョ 
- ヴヤハ チゲバャや ゲもやヱキ ゅルギハゅジゎ  りゲムャや ユΒジボゎ

るΒカゅレ ⊥ョ ユΒャゅホぺ ヴャま るΒッケΕや 
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∬ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  リΒよ ラケゅホヶヤΑ ゅョ  ゑΒェ リョ: 
 

ヮルケゅボヨャや ヮィヱ メヲトャや ヅヲトカ ソ≒∫ チゲバャや ゲもやヱキ ソ≒∬ 
サゅシΙや テカ ズわレΑゲィ ¬やヲわシΙや 
ヅヲトガャや キギハ ≫∝≡ ≒∫≡ 

りギもゅヘャや リョゴャや ォゅレヨャや 
 

 

 

-  リハ ヮプゲバゎゅョ ょわミぺ: 
 

≒- るΒバΒらトャや るゃΒらャや れやゴΒヨョ ソ≒∝ 
 ヶゃΒらャや ラコやヲわャや 
 や るホΚバャやるΒバΒらトャや るゃΒらャや ゲタゅレハ リΒよ るΒャキゅらわャ 
  りギΑギハ るΒバΒらヅ キケやヲョ ゲプヲゎ 
 るΒプやゲピィ キヱギェ リヨッ るヤョゅミ るΒゃΒよ れやギェヱ 

 
 

≪-  ヶゃΒらャや ラコやヲわャや ュギハ ゆゅらシぺソ≒∝ 
 ゲエダわャや 
 ゐヲヤわャや 
 るヨヌわレョ ゲΒビ  るボΑゲトよ ケゅイセΕや ノトホ 

 
 

≫- ォゅレヨャや ゲタゅレハ ソ≪∵ 
 ゥゅΑゲャや 
 りケやゲエャや 
  るよヲヅゲャや 
 ヵヲイャや テピツャや 
 ケゅトョΙや 

 
 

√- Αゲエらャや るゃΒらャや れやゴΒヨョる ソ≫≡ 
 るΒッケΕや りゲムヤャ ヶゃΒらャや ラコやヲわャや ヴヤハ ドゅヘエャや 
 ラゅジルΘャ るヘヤわガヨャや るΒムヨジャやヱ るΒゎゅらレャやヱ るΒルギバヨャや れやヱゲんャや ゲΒプヲゎ 
 るェゅΒジャやヱ ヮΒプゲわヤャ メゅイョヱ れΚタやヲヨャや ベゲヅ ゲΒプヲゎ 
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 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

∽- るΒヤらイャや るゃΒらャや れやゴΒヨョ ソ≫ 
 Αゴガゎるヨヰヨャや るΒルギバヨャや れやヱゲんャやヱ るΒバΒらトャや ロゅΒヨャや リ 
 るΑゲらャや りゅΒエヤャ るΒバΒらヅ るゃΒよ ゲらわバゎ 
 ゃΒよるェゅΒジヤャ る 

 
∝- るャギわバヨャや るゃΒらャや れやゴΒヨョ ソ≫≒ 
 るトゼルΕや リョ ギΑギバャや るシケゅヨョ 
 ンゲカΕや れゅゃΒらャや リョ ゲんミや るΒルやヲΒエャやヱ るΒゎゅらレャや りゅΒエャや ネヲレゎ 
 れゅゃΒらャや リョ ゅワゲΒビ リハ ケやゲボわシΙやヱ ¬ゅレらャや キゅΑキコや 
 ヮΒプ ヶハゅレダャやヱ ヶハやケゴャや ヅゅゼレャや るョゅホま るΒルゅムョま 

 

-  ヶヤΑ ゅヨャ モヤハ: 
 

≒-  ケやゲボわシΙや ペヅゅレョ モツプや リョ メヲヰジャや ギバゎ ヵゲゼらャや ソ≪√ 

 ゅヰΒヤハ リミゅジヨャや ¬ゅレよ るャヲヰシ 
 モボレわャや るャヲヰジャ ゅヰΒプ ラゅムジャや ゴミゲゎ 
 るΒバΒらヅ めルやヲョ ゲらわバゎ 

 

- ゅョぺ ヶゎャや るヅΑケカャや ドェΙ ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ ュを ポョ: ソ≪∽ 

 
≒-  ュホケャや ゅヰヤをョΑ ゅΑΙゅョΑヰャや メゅよィ  :√ 

≪-  ュホケャや ヮヤをョΑ ュΑドバャや ヶよヱケヱΕや メヰシャや :∽ 

≫-  ュホケャや ヮヤをョΑ サヤヅぺ メゅよィ:   ≪ 

√- ホケャや ヮヤをョΑ ゆャΕや メゅよィ ュ    :≒ 

∽-  ュホケャや ヮヤをョΑ ヶミヱケャや メゅよィ   :≫ 
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 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

 الثانيةبنك اسئلة الوحدة 

 ( اإنسان والبيئة الطبيعية
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≒≪ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

ゅョ フゲハ  ろシケキ ゅヨョ ヶヤΑ:- 

≪≪-  ヶゃΒらャや キゅダわホΙや:  るョやギわジヨャや るΒヨレわャや るΒヤヨバャ るゃΒらャや ゅワゲプヲゎ ヶわャや るΒバΒらトャや キケやヲヨヤャ モんョΕや モΒんヨわャや ヲワ

ソ√≫ 

≪≫-  るΒハゅヨわィΙや るゃΒらャや: ヌルΕやヱ リΒルやヲボャや キやゲプΙや リΒよ るΒハゅヨわィΙや れゅホΚバャや ユΒヌレゎ ヴヤハ モヨバゎ ヶわャや るヨ

ソ るゃΒらャや モカやキ ラゅジルΙや リョ るシケゅヨヨャや れゅヅゅゼレャやヱ√√ 

≪√-  るョギボわョ るΑケゅツェ るゃΒよ : メΚピわシや リョ ヮレムヨゎ ロゲΒらミ ヮΒィヲャヲレムゎヱ るΒヨヤハ れやケギホ ラゅジルΙや ゅヰΒプ マヤヨΑ

ソ ヮゎゅらビケ ょジェ ゅワキケやヲョ√√ 

≪∽-  ⇔ ゅΑケゅツェ ヮΒョゅル るゃΒよ : ケギホ ょェゅタ ラゅジルΙや ゅヰΒプ ラヲムΑ キケやヲョ メΚピわシや リョ ヮレムヨゎ Ι りキヱギエョ ヮΒヨヤハ れや

るゃΒらャや ソ√√ 

≪∝-  るΒルゅムジャや るプゅんムャや :ソ   ラゅムジャや キギハ√√ 

                               るャヱギャや るェゅジョ 

≪∵- れゅルケギャや :  りヲヤエャや ゅヅゅトらャや モんョ ゅワケヱグィヱ ゅヰルゅボΒシ ヶプ るΒもやグピャや キやヲヨャやヱ ロゅΒヨャや ラゴガゎ ヶわャや れゅゎゅらレャや ヶワ

ソ√∝ 

≪∫- れゅルやヲΒエャや サゅレゃわシや : や ヲワ るレダェΕやヱ ケゅボよΙや マャク ヶプ ゅヨよ ゅワギΒャヲゎヱ るレィやギャや れゅルやヲΒエャゅよ ¬ゅレわハΙ

ソ キケやヲヨャや ヱぺ ュゅバトヤャ ケギダヨミ ュギガわジΑ ゲカぺ ラやヲΒェ ヵぺ ヱぺ ゴハゅヨャやヱ ァゅィギャやヱ√∵ 

≪∬- ヶィヲャヲムΑΙや ュゅヌレャや :  るΒゃΒよ りギェヱ リヨッ ゅヰツバよ ノョ モハゅヘわゎ るΒエャや ゲΒビヱ ヮΒエャや ゲタゅレバャや リョ るハヲヨイョ ヲワ

るジルゅイわョ ペΒホキヱ ラコやヲわョ ュゅヌルヱ  ギヨわバゎヱ ∩ンゲカΕや ヴヤハ るハヲヨイョ モミ  ゲシ ヲワヱ ∩ るΑケやゲヨわシやりゅΒエャや  ペヤトΑヱ ∩
ソ りゅΒエャや るャゅハや ュゅヌル ヶィヲャヲムΑΙや ュゅヌレャや ヴヤハ√∬ 
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≒≫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

- ょわミぺ ヱぺ ュヲヰヘヨャや  ウヤトダヨャやるΒャゅわャや れやケゅらバャや ヴヤハ メやギャや: 

 
 

  

ュ ヶヨヤバャや ウヤトダヨャや りケゅらバャや 

≒ 
 ヶゃΒらャや キゅダわホΙや

ソ√≫ 
や ゅワゲプヲゎ ヶわャや るΒバΒらトャや キケやヲヨヤャ モんョΕや モΒんヨわャや ヲワるョやギわジヨャや るΒヨレわャや るΒヤヨバャ るゃΒらャ 

≪ 
 るΒハゅヨわィΙや るゃΒらャや

ソ√√ 

 キやゲプΕや リΒよ るΒハゅヨわィΙや れゅホΚバャや ユΒヌレゎ ヴヤハ モヨバゎ ヶわャや るヨヌルΕやヱ リΒルやヲボャや ヶワ

るゃΒらャや モカやキ ラゅジルΙや リョ るシケゅヨヨャや れゅヅゅゼレャやヱ 

≫ 
 るョギボわョ るΑケゅツェ るゃΒよ

ソ√√ 

レムヨゎ りゲΒらミ ヮΒィヲャヲレムゎヱ るΒヨヤハ れやケギホ ラゅジルΙや ゅヰΒプ マヤヨΑ ヶわャや ヶワ メΚピわシや リョ ヮ

ヮゎゅらビケ ょジェ ゅワキケやヲョ 

√ 
 ⇔ ゅΑケゅツェ るΒョゅル るΒゃΒよ

ソ√√ 

 キケやヲョ メΚピわシや リョ ヮレムヨゎ Ι りキヱギエョ るΒヨヤハ れやケギホ ょェゅタ ラゅジルΙや ゅヰΒプ ラヲムΑ

るゃΒらャや 

∽ 
 るΒルゅムジャや るプゅんムャや

ソ√√ 

ラゅムジャや キギハ   ヶワ 
 

      るャヱギャや るェゅジョ 

∝ ソ れゅルケギャや√∝ 
 るΒもやグピャや キやヲヨャやヱ ロゅΒヨャや ラゴガゎ ヶわャや れゅゎゅらレャや ヶワ モんョ ゅワケヱグィヱ ゅヰルゅボΒシ ヶプ

りヲヤエャや ゅヅゅトらャや 

∵ 
 れゅルやヲΒエャや サゅレゃわシや

ソ√∵ 

 るレダェΕやヱ ケゅボよΕや マャク ヶプ ゅヨよ ゅワギΒャヲゎヱ るレィやギャや れゅルやヲΒエャゅよ ¬ゅレわハΙや ヲワ

キケやヲヨャや ヱぺ ュゅバトヤャ ケギダヨミ ュギガわジΑ ゲカへ ラやヲΒェ ヵぺ ヱぺ ゴハゅヨャやヱ ァゅィギャやヱ 

∫ 
 ヶィヲャヲムΒャや ュゅヌレャや

ソ√∬ 

 るΒエャや ゲΒビヱ るΒエャや ゲタゅレバャや リョ るハヲヨイョ ヲワ りギェヱ リヨッ ゅヰツバよ ノョ モハゅヘわゎ

 ヲワヱ ンゲカΕや ヴヤハ るハヲヨイョ モミ ギヨわバゎヱ ペΒホキヱ ラコやヲわョ ュゅヌルヱ るジルゅイわョ るΒゃΒよ

 ヮΒヤハ ペヤトΑヱ ∩ りゅΒエャや ケやゲヨわシや ゲシ ( りゅΒエャや るャゅハま) 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒√ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  れシケキ ゅョョ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メョミぺ: 

≒-  ケをぺ コヱゅィゎΑ ラゅシルΙや ゅヰΑプ キゅミΑ Ι るもΑよャゅよ ラゅシルΙや るホΚハ ケヱヅゎ メェやケョ ラョ ヶワ ¬ゅΑェΕや ラョ ロケΑビ
 るヤェケョャやヴャヱΕや ソ√∝ 

≪-  れやヱルボャやヱ キヱキシャや フやキヰゎシゅよ ヶハやケコャや ァゅゎルΗや ゅヰΑプ メタやヱ るもΑよャゅよ ラゅシルΙや るホΚハ ケヱヅゎ メェやケョ ラョ
 るヤェケョャや ヶワるバよやケャや ソ√∵ 

≫-  るヤェケョ ヶワ ヶャゅェャや れホヱャや ヶプ るもΑよャや ノョ ラゅシルΙや ゅヰよ ケョ ヶゎャや メェやケョャや ンヱホぺノΑルタゎャや ソ√∵  

√- ラゅシルΗや るホΚハ ケヱヅゎ メェやケョ ラョ  るヤェケョャや ヶワ ケゅルャや フゅセゎミや ゅヰΑプ ュゎ ヶゎャや るもΑよャゅよるΑルゅをャや ソ√∵ 

∽-  ュシや りゅΑェャや るャゅハま ュゅドル ヴヤハ ペヤヅΑヶィヱャヱミΑΙや ュゅドルャや ソ√∬ 

∝-  ュシや ¬ゅΑェΕや ヮΑプ スΑバΑ ヵクャや ラゅミョャや ケタゅルバャ るヤカやキゎョャや れゅホΚバャや サケキΑ ヵクャや ュヤバャやゅΑィヱャヱミΑや ソ√∬ 

∵-  るハヱョィョ ヶワ ヶもΑよャや ュゅドルャや ケヱワキゎ ラハ るャヱぼショャや るハヱョィョャやゅルバャやるミヤヰゎショャや るΑェャや ケタ ソ∽≡ 

∫-  ュゅハ ヶプ ュャゅバャや ラゅミシ キキハ ヒヤよ≪≡≒∵ ュ∵‰∽  れやケゅΑヤョ るョシルソ∽≡ 

∬-  ヮョシや ヶャゅェャや りキェゎョャや ュョΖャ ュゅバャや ラΑョΕやサケΑゎヱビ ヱΑルヱヅルぺ ソ∽≪ 

≒≡- メヘゎェゎ れゅよゅピヤャ ヶャヱキャや ュヱΑャゅよ りキェゎョャや ュョΕや ュゅハ メミ ラョ  オΑケゅゎよ≪≒ サケゅョ ソ∽≪ 

≒≒-  ュホケ るョやキゎショャや るΑョルゎャや フやキワぺ ラョ≒≫ ョャや メィぺ ラョ メョバャやォゅル ソ∽≪ 

≒≪-  ュゅハ ヶプ ケッカΕや ュやコェャや るミケェ サΑシほゎ ュゎ≒∬∵∵   ソ∽≫ 

≒≫-  ュΚシヤャ メよヱル りコもゅィ ヴヤハ れヤタェ ヶゎャや るΑルΑミャや るヅセゅルャやゅヰョシや ヵゅをゅョ ヵケゅィルやヱ ソ∽≫ 

≒√-  ュゅハ ヶプ ュΚシヤャ メよヱル りコもゅィ ヴヤハ ヵゅをゅョ ヵケゅィルやヱ るΑルΑミャや るヅセゅルャや れヤタェ≪≡≡√ュ ソ∽≫ 

≒∽-  ヴョシゎ ケッカΕや ュやコェャや るミケェ サΑシほゎよ れョゅホ ヶゎャや るヅセゅルャやヵケゅィルやヱ ヵゅをゅョ ソ∽≫ 

 

 

-  ろシケキ ゅヨョ マョゅョぺ ヵグャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ: 

∫-   るΑバΑよヅャや キケやヱョャや :ソ√≫ 

 

 
 

 

∬-  ⇔ ゅΑケゅッェ るョキボゎョ メヱキ :ソ√√ 

 
 
 

 

ュェヘャや ヶバΑよヅャや コゅピャや ケゅィセΕや ゥゅΑケャや ロゅΑョャや サョセャや ヅヘルャや 

ゅΑャやケゎシや るΑミΑケョΕや りキェゎョャや れゅΑΙヱャや やキ⇒ルミ ΑルゅョャぺゅΑルゅヅΑケよヱ ゅ ラゅよゅΑャや 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒∽ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≒≡-  ⇔ ゅΑケゅッェ るΑョゅル メヱキ :ソ√√ 

 
 
 
 
 

 

≒≒-  るもΑよャゅよ ラゅシルΙや るホΚハ ケヱヅゎ メェやケョ :ソ√∝ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

≒≪- ュゅドルャや ケタゅルハ ヶィヱャヱミΑΙや : ソ√∬ 

 

 
 

 

 

 

 

≒≫- ョョ ラノよシャや るΑハゅルタャや メヱキャや るハヱョィ : ソ√∫ 

 

 

 

 

 

  

 ノョィャや
ヅゅボゎャΙやヱ 

 キΑタャや
ソルボャやヱ 

 れゅルやヱΑェャや サゅルもゎシや
ヶハケャやヱ 

るハやケコャや るハゅルタャや 

るΑェャや ケΑビ るィゎルョ るΑェ るミヤヰゎショ るΑェ  るヤヤェョ るΑェ
 ( るミミヘョ) 

ゅΑルゅョャぺ  れゅΑΙヱャや
 りキェゎョャや
るΑミΑケョΕや

ゅΑャゅヅΑや ラゅよゅΑャや やケゎヤィルや ゅ⇒シルケプ やキルミ 

メΑコやケよャや キ⇒ルヰャや ゅΑボΑケプぺ ゆヱルィ ゅΑルやケミヱぺ ポΑシミョャや 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒∝ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ゑΒェ リョ ヶャゅわャや リΒよ ラケゅホ: 
 

 

 ヮィヱ
るルケゅボョャや 

るョキボゎョ るΑケゅッェ るもΑよ ソ√√ ゅΑケゅッェ ヮΑョゅル るもΑよ ソ√√ 

ュヱヰヘョャや  ヮΑィヱャヱルミゎヱ るΑョヤハ れやケキホ ラゅシルΙや ゅヰΑプ ポヤョΑ
シェ ゅワキケやヱョ メΚピゎシや ラョ ヮルミョゎ ロケΑよミ ゆ

ヮゎゅよビケ 

 りキヱキェョ ヮΑョヤハ れやケキホ ゆェゅタ ラゅシルΙや ゅヰΑプ ラヱミΑ
るもΑよャや キケやヱョ メΚピゎシや ラョ ヮルミョゎ Ι 

るヤをョぺ  るΑミΑケョΙや りキェゎョャや れゅΑΙヱャや–  ゅΑャやケゎシや–  やキルミ
–  ラゅよゅΑャや–  ゅΑルゅョャぺ- ゅΑルゅヅΑケよ 

 メΑコやケよャや–  キルヰャや–  ゅΑボΑケプぺ ゆヱルィ–  ポΑシミョャや– 
ゅΑルやケミヱぺ 

 

 

 

 

- ュゅヌレャや ょジェ るΒャゅわャや れゅルヲムヨャや ブレタ ヶィヲャヲムΑΙや : ソ∽≡ 
 ¬やヱワ–  ラゅシルや–  ラやヱΑェ–  ゅΑケΑゎミよ–  るΑゎゅよルャや–   れゅΑケヅプ-  ¬ゅョャや– サョセャや るバセや 

 
るΑェ ケΑビ ケタゅルハ るィゎルョャや るΑェャや ケタゅルバャや  るΑェャや ケタゅルバャや

るミヤヰゎショャや 
 るΑェャや ケタゅルバャや

れΚヤェョャや 
 ¬ゅョャや–  ¬やヱワ–  るバセや

サョセャや 
るΑゎゅよルャや  ラゅシルや– ラやヱΑェ  ゅΑケΑゎミよ– れゅΑケヅプ 

 

 

 

 

- メヱギャや ブレタ ゲツエわャや るィケキ ょジェ るΒャゅわャや: ソ√√ 
 ゅΑルやケミヱぺ–  メΑコやケよャや–  やキルミ–  キルヰャや–  ゅΑャやケゎシや– ラゅよゅΑャや 

ゅΑケゅッェ るョキボゎョ メヱキ ゅΑケゅッェ るΑョゅル メヱキ 
 ゅΑャやケゎシや–  やキルミ–  ラゅよゅΑャや  ゅΑルやケミヱぺ–  メΑコやケよャや–  キルヰャや 

 

 

 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒∵ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  リハ ヮプゲバゎゅョ ょわミぺ: 
 

∵- ソ るもΑよャやヱ キゅタゎホΙや ュヤハ ラΑよ るΑヱボャや るホΚバャや√≫ 

 ¬やケィま るシやケキ れゅもセルョャや ヴヤハ るもΑよャや るΑゅョェ れや 

 るもΑよャや るΑゅョェ れゅよヤヅゎョ ノョ るョィシルョャやヱ るよシゅルョャや ウもゅタルャやヱ れやケヱセョャや ュΑキボゎ 

 るΑもΑよャや ウもやヱヤャやヱ れゅョΑヤバゎャやヱ れゅヰΑィヱゎャや ヮΑッボゎ ゅョよ ァゅゎルΗや りキゅΑコ ヶプ るョワゅショャや 

 るΑもΑよャや ケゅヅカΙや ラョ キェゎ ヶゎャや るΑもΑよャや れやケゅョをゎシΙや るシやケキ 

 ゅボヘルヱ るもΑよャや るΑゅョェ フΑャゅミゎ るシやケキ メΑヤェゎヱ ケもゅシカャやヱ ゥゅよケΕや ヴヤハ るもΑよャや るΑゅョェ ケΑをほゎヱ ケゅョをゎシΙや れ
ノΑケゅセョヤャ るΑもΑよャや ンヱキィャや 

 
 

 

∫- ソ メョやヱハ りキバよ ケヱタバャや ケよハ ヮゎもΑよヱ ラゅシルΙや ラΑよ るホΚバャや れケをほゎ√√ 

  るΑプやケピィャや るもΑよャや るバΑよヅ 

 キキェョ ラゅミョ ヶプ るΑルゅミシャや るプゅをミャや 

 キケやヱョャや メΚピゎシや ヴヤハ るΑィヱャヱルミゎャやヱ るΑョヤバャや ラゅミシャや りケキホ 
 
 
 

 

∬- ソ メェやケョ サョカ るもΑよャゅよ ラゅシルΙや るホΚハ れケョ√∝-√∵ 

  ヴャヱΕや るヤェケョャや :ヅゅボゎャΙやヱ ノョィャや 

  るΑルゅをャや るヤェケョャや :ソルボャやヱ キΑタャや 

  るをャゅをャや るヤェケョャや :るΑもやキよャや るハやケコャやヱ ラやヱΑェャや るΑよケゎヱ サゅルもゎシやヱ ヶハケャや 

  るバよやケャや るヤェケョャや :ケやケボゎシΙやヱ るハやケコャや 

  るショゅカャや るヤェケョャや : ノΑルタゎャや 
 
 
 
 
 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒∫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≒≡- ヤハ ドゅヘェャや ベケヅソ ケゅィセΕやヱ れゅよゅピャや ヴ∽≪-∽≫ 

 れゅΑゅヘルャや ヶョケヱ ゆゅヅゎェΙやヱ ケもゅィャや ヵケバャや メをョ れゅよゅピャゅよ ケケッャや ペェヤゎ ヶゎャや メゅョハΙや るプゅミ ノルョ 

 れゅよゅピャゅよ ケケッャや ノルョゎ ヶゎャや るΑャヱキャや ラΑルやヱボャや メΑバヘゎ 

 りキΑバよ ペヅゅルョ ヴャま れゅよゅピャや ペヅゅルョ ラョ るよΑケボャやヱ るをヱヤョャや るΑハゅルタャや ノΑケゅセョャや るプゅミ メボル 

 ハやケコ ラΑΑルプ ラΑよホやケョ ノッヱるよゅピャや ヶプ るΑケよャや りゅΑェャや るよホやケョャ ラΑΑ 

 るよゅピャゅよ ケケッャや ペェヤΑ ソカセ メミ ネキケゎ れゅよゅピャや ペヅゅルョ ヶプ るヤボルゎョヱ るョドルョ るシやケェ ノッヱ 

  メもゅシヱ るプゅミ ヶプ ポャクヱ るもΑよャやヱ ラゅシルΙや るェタャ れゅよゅピャや キもやヱプヱ るΑョワぺ ラΑよΑ ヵクャや ヶプゅボをャや ヶハヱャや ケセル
ュΚハΙや 

 
 

≒≒- ソ ゲツカΕや ュやゴエャや るミゲェ∽≫ 

  るΒレΒムャや るトセゅレャや ゅヰよ ろョゅホ(  ヵゅをゅョ ヵケゅイルやヱ ) ュゅハ≒∬∵∵ リョ ゲんミぺ るハやケゴよ ゑΒェ ∩ ゅΒボΑゲプぺ ヶプ ュ≫≡ 
 ュゅハ ュΚジヤャ モよヲル りゴもゅィ ヴヤハ ゅヰャΚカ リョ ろヤダェヱ ゅヰΒプ りゲイセ ラヲΒヤョ≪≡≡√ モィぺ リョ フギヰャやヱ ∩ ュ

ュΚジャやヱ るΒヅやゲボヨΑギャやヱ るョやギわジヨャや るΒヨレわャや 

 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≒∬ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ヶヤΑ ゅヨャ モヤハ: 
≪-  ヶらヤシ モムゼよ るゃΒらャや ヶプ やゲをぽョ ラゅジルΙや リムΑ ユャ ヴャヱΕや るヤェゲヨャや ヶプソ√∝ 

 ヮΑゲらャや れゅゎゅらレャや ヮよ キヲイゎ ゅヨョ ヮョゅバヅ ノヨイΑ ラゅミ ゑΒェ ∩ キヲヰイョヱ るボゼョ ユヰレョ ょヤトわゎ ユャ ゅヰルΕ 

 

≫- ソ るΒエャや ゲΒビ ゲタゅレバャや るハヲヨイヨよ ゅボΒをヱ ゅヅゅらゎケや るイわレヨャや るΒエャや ゲタゅレバャや テらゎゲゎ∽≡ 

  るハヲヨイヨャ ュコΚャや ¬やグピャや ァゅわルみよ ュヲボゎ るΒゎゅらレャや るΒエャや れゅレもゅムャゅプ ∩ゅヰレョ ァゅわルΗや れゅョヲボョ ギヨわジゎ ゅヰルΕ

タゅレバャやるムヤヰわジヨャや るΒエャや ゲ 

 

√-  るヤヤエヨャや るΒエャや ゲタゅレバャや るハヲヨイヨャ ンゲらムャや るΒヨワΕや(るムムヘヨャや )ソ∽≡ 

  ュゅヌレャや ヶプ ヶシゅシぺ ケヱギよ ュヲボゎ ヶわャやヱ れゅΑゲトヘャやヱ ゅΑゲΒわムらャや モんョ るΑゲヰイヨャやヱ るボΒホギャや れゅレもゅムャや ユツゎ ゅヰルΕ

ヶィヲャヲムΑΙや 

 

∽- ソ チケΕや ょミヲミ ヴヤハ ケゅイセΕや るハやケコ るΒヨワぺ∽≪ 

 ¬やグピャや ゲΒプヲゎ 

 ガゎヱ ォゅレヨャや ヴヤハ ドゅヘエャやゐヲヤわャや るΒヨミヱ りケやゲエャや るィケキ ヂΒヘ 

 ユヰョ ヵキゅダわホや キケヲヨミ ゆゅゼカΙや ゲΒプヲゎ 

 ¬やヲヰャや りゲわヤヘャ ヶシゅシぺ ケギダョ 

 ゥゅΑゲャや るハゲシ リョ ブヘガゎ 

 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪≡ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

∝- ソ れゅよゅピヤャ ヶャヱギャや ュヲΒャゅよ りギエわヨャや ユョΕや ュゅヨわワや∽≪ 

 るΑゲゼらャや るョやゲムヤャ ゴョケヱ チケΕや ょミヲミ るもケ れゅよゅピャやヱ ケゅイセΕや ラや 

 りゅΒエャや るΑケやゲヨわシや ヶプ ヶシゅシぺ ケヱギよ ュヲボゎ 

  フやギワぺ リョるョやギわジヨャや るΒヨレわャや 

 

 

∵- ソ ュΚジヤャ モよヲル りゴもゅィ ヴヤハ ヵゅをゅョ ヵケゅイルやヱ るトセゅレャや メヲダェ∽≫ 

  ュΚジャやヱ るΒヅやゲボヨΑギャやヱ るョやギわジヨャや るΒヨレわャや モィや リョ ゅヰゎゅョゅヰシや ょらジよس  リョ ゲんミぺ ろハケコ≫≡  りゲイセ ラヲΒヤョ

ゅΒボΑゲプや ヶプ 

 

 

 

∫- ソ るハやケゴャや ヴヤハ 民 ヶらレャや ゅレんェ∽≫ 

 ラヲムゎヱ れゅホヲヤガヨャや ノΒヨィ ゅヰレョ ギΒヘわジΒャ るホギタ ゅレャ 

 

 

-  ゐギエΑ ラや ノホヲわゎ やクゅョ: 
 
≒-  ソ ∨ るムヤヰわジヨャや ヮΒエャや ゲタゅレバャや るハヲヨイョ ¬ゅヘわカゅよ ヶィヲャヲムΑΙや ュゅヌレヤャ∽≒ 

 カやヱ ラゅシルΙや ヱワ ゅワケヱワキゎ ラハ メヱもショャや ラΕ るもΑよャや ケヱワキゎ ュキハヱ ゅヰヤョミほよ るΑケセよャや ¬ゅヘゎカや ュゅドルャや ¬ゅヘゎ
ヶハゅョゎィΙやヱ ヵキゅタゎホΙや 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪≒ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

 الثالثةبنك اسئلة الوحدة 

 ( مشكات البيئة الطبيع
 
  



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪≪ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

- ゅョ フゲハ  ろシケキ ゅヨョ ヶヤΑ:- 
 

≫≡-  ヶもΑよャや ゐヱヤゎャや:  るもΑよヤャ るΑィヱャヱΑよャや ヱぺ るΑもゅΑョΑミャや ヱぺ るΑバΑよヅャや ソやヱカャや ヶプ ヮΑプ ゆヱビケョ ケΑビ ケΑピゎ ヵぺ

ソ ンケカΕや れゅルもゅミャやヱ りゅΑェャや ケやケッま ヶプ ゆよシゎΑ キホ ヵクャやヱ るヅΑェョャや∝≪ 

≫≒-   ヶもやヱヰャや ゐヱヤゎャや: ゅピャや ペΑケヅ ラハ ラゅミ ¬やヱシ ¬やヱヰャや ゆΑミケゎ ヶプ ケΑピゎ ヵぺ ゐヱキェ ヱワ るルカキΕや ヱぺ れやコ

ソ れゅハゅバセΗや ヱぺ るよケゎΕや ヱぺ キゅョケャや ヱぺ∝≫ 

≫≪-  ヶもゅョャや ゐヱヤゎャや:  れゅルもゅミヤャ ウャゅタ ケΑビ ウよタΑ ゐΑェよ るΑバΑよヅャや ヮタやヱカヱ ¬ゅョャや るバΑよヅ ヶプ ケΑピゎ メミ ヱワ

ソ ゅΑィヱャヱΑよ ヱぺ ゅΑもゅΑョΑミ ヱぺ ゅΑもゅΑコΑプ ケΑピゎャや やクワ ラゅミ ¬やヱシ るΑェャや∝√ 

≫≫-  るよケゎャや ゐヱヤゎ: ゅシルま ヅゅセル ロケキタョ るΑもゅΑコΑプ るバΑよヅ ヱク メヤカ ヱワ ラΑよ ラやコゎΙや ュキハ ヴャま ヵキぼΑ ヶル

ソ るよケゎャや れゅルヱミョ∝∵ 

≫√-  ヶもゅッヱッャや ゐヱヤゎャや: ソ ゅヰΑプ ゆヱビケョ ケΑビ るΑケやケョゎシや れやク れやヱタΕや ラョ ケプゅルゎョ ヅΑヤカ ヱワ∝∬ 

≫∽-  メよΑシΑキャや: ソ れヱタャや ヅピッ サゅΑホ りキェヱ ヶワ∝∬ 

≫∝-  ケェタゎャや:  るィゎルョャや ヶッやケΕや るよヱタカ ケヱワキゎ ヱぺ チケΖャ ヶィヱャヱΑよャや ァゅゎルΗや りケキホ ヶプ ソホゅルゎ ヱワ

Α ヵクャや メキバョャゅよソ るΑヱやケェタャや るΑカゅルョャや メやヱェΕや ヮよセゎ フヱケド ゅヰよシミ∵≪ 

≫∵-   ロゅΑョャや りケキル:  メカやキ ロゅΑョャや ュやキカゎシや ゆャゅヅョ るΑよヤゎャ  るェゅゎョャや るΑもゅョャや キケやヱョャや ラョ ヶヘミΑ ゅョ キヱィヱ ュキハ

ソ るボヅルョャや∵∝ 

≫∫- や ヶもゅョャや ラョΕ: ソ るΑケヱケッャや りキΑィャや るΑハヱルャや れやク ロゅΑョャや ラョ るΑプゅミャや れゅΑョミャや ケプヱゎ∵∫  

≫∬-  ヵケやケェャや サゅよゎェΙや: キゅΑコャやソ るΑカゅルョャや れやケΑピゎャや ヮルハ アゎル ヵクャやヱ チケΕや りケやケェ ヅシヱゎョ ヶプ り∫≡ 

√≡- ヵケヱヘェΙや キヱホヱャや :  キΑシミぺ ヶルゅを コゅビ コΑミケゎ りキゅΑコ ヶプ ュワゅシ ヵクャや コゅピャやヱ ュェヘャやヱ ヅヘルャや メゅョバゎシや ヱワ

ソ ヱィャや りケやケェ るィケキ りキゅΑコ ヮルハ ュィルヱ ヱィャや ヶプ ラヱよケミャや∫≡



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪≫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ょわミぺ ヱぺ ュヲヰヘヨャや ウヤトダヨャやるΒャゅわャや れやケゅらバャや ヴヤハ メやギャや: 

ュ やヶヨヤバャや ウヤトダヨャ りケゅらバャや 

≒ ソ ヶゃΒらャや ゐヲヤわャや∝≪ 
 るΒィヲャヲΒらャや ヱぺ るΒもゅΒヨΒムャや ヱぺ るΒバΒらトャや ソやヲガャや ヶプ ヮΒプ ゆヲビゲョ ゲΒビ ゲΒピゎ ヵぺ

ンゲカΕや れゅレもゅムャやヱ りゅΒエャや ケやゲッま ヶプ ょらジわΑ ギホ ヵグャやヱ るトΒエヨャや るゃΒらヤャ 

≪ 
 ヶもやヲヰャや ゐヲヤわャや

ソ∝≫ 

ヱぺ れやコゅピャや ペΑゲヅ リハ ラゅミ ¬やヲシ ¬やヲヰャや ょΒミゲゎ ヶプ ゲΒピゎ ヵぺ ゐヱギェ ヲワ 

れゅハゅバセΗや ヱぺ るよゲゎΕや ヱぺ キゅョゲャや ヱぺ るレカキΕや 

≫ 
 ヶもゅヨャや ゐヲヤわャや

ソ∝√ 
 ウャゅタ ケΑビ ウよタΑ ゐΑェよ るΑバΑよヅャや ヮタやヱカヱ ¬ゅョャや るバΑよヅ ヶプ ケΑピゎ メミ ヱワ

ゅΑィヱャヱΑよ ヱぺ ゅΑもゅΑョΑミ ヱぺ ゅΑもゅΑコΑプ ケΑピゎャや やクワ ラゅミ ¬やヱシ るΑェャや れゅルもゅミヤャ 

√ ソ るよゲわャや ゐヲヤゎ∝∵ 
Α ヶルゅジルま ヅゅゼル ロケギダョ るΒもゅΑゴΒプ るバΒらヅ ヱク モヤカ ヲワ リΒよ ラやゴゎΙや ュギハ ヴャま ヵキぽ

るよゲわャや れゅルヲムョ 

∽ 
 ヶもゅッヲツャや ゐヲヤわャや

ソ∝∬ 
ゅヰΒプ ゆヲビゲョ ゲΒビ るΑケやゲヨわシや れやク れやヲタΕや リョ ゲプゅレわョ テΒヤカ ヲワ 

∝ ソ モらΒジΑギャや∝∬ れヲダャや テピッ サゅΒホ りギェヱ 

∵ ソ ゲエダわャや∵≪ 
 ヶッやケΕや るよヲダカ ケヲワギゎ ヱぺ チケΖャ ヶィヲャヲΒらャや ァゅわルΗや りケギホ ヶプ ゾホゅレゎ ヲワ

ヰらジムΑ ヵグャや メギバヨャゅよ るイわレヨャやるΑヱやゲエダャや るΒカゅレヨャや メやヲェΕや ヮらゼゎ フヱゲド ゅ 

∫ ソ ロゅΒヨャや りケギル∵∝ 
 ロゅΒヨャや ュやギガわシや ょャゅトョ るΒらヤわャ  るェゅわヨャや るΒもゅヨャや キケやヲヨャや リョ ヶヘムΑ ゅョ キヲィヱ ュギハ

るボトレヨャや モカやキ 

∬ ソ ヶもゅヨャや リョΕや∵∫ るΑケヱゲツャや りギΒイャや るΒハヲレャや れやク ロゅΒヨャや リョ るΒプゅムャや れゅΒヨムャや ゲプヲゎ 

≒≡ 
 ヵケやゲエャや サゅらわェΙや

ソ∫≡ 
 りキゅΑゴャやるΒカゅレヨャや れやゲΒピわャや ヮレハ アわル ヵグャやヱ チケΕや りケやゲェ テシヲわョ ヶプ 

≒≒ 
 ヵケヲヘェΙや キヲホヲャや

ソ∫≡ 

 ギΒジミぺ ヶルゅを ゴΒミゲゎ りキゅΑコ ヶプ ユワゅシ ヵグャや コゅピャやヱ ユエヘャやヱ テヘレャや メゅヨバわシや ヲワ

ヲイャや りケやゲェ るィケキ りキゅΑコ ヮレハ ユイルヱ ヲイャや ヶプ ラヲよゲムャや 

 

  



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪√ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  れシケキ ゅョョ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メョミぺ: 

≒∝- ゅよへ ケΑィヘゎ ラハ ュィルベやケゎェや ュセゅピャや ヶホやケバャや ヱコピャや メよホ ラョ るΑゎΑヱミャや ヅヘルャや ケ ゅワキキハ ヒヤよ ケゅよΓや ラョ ⇔やキキハ 
∵≫∵   ⇔やケもよソ∝≫ 

≒∵- ョ れやコゅピャや ラョ キΑキバャや ラョ ヵヱィャや コゅピャや ラヱミゎΑル ヮゎよシル ヒヤよゎヱ ラΑィシミΕや ゅヰ≪≒% ソ∝≫ 

≒∫-  ペよゅシャや ヶゎΑプヱシャや キゅェゎΙや ヶプ ケョキョャや ゐヱヤゎャや ノホヱゆよシよ  ヵヱヱルャや メハゅヘョャや るをキゅェメよヱルケセゎ ソ∝≪ 

≒∬-  ゐヱヤゎャや ヴョシΑ ヶハゅルタャや ヅゅセルャや ラハ アゎゅルャやケヅカャや ゐヱヤゎャや ソ∝≪ 

≪≡-  オΑケゅゎ ヶプ ヶゎΑヱミ ヶヅヘル ケもよ ケカへ ¬ゅヘヅや ュゎ∝/≒≒/≒∬∬≒ュ ソ∝≫ 

≪≒-  キセぺ ラョ ヱワ ⇔やケヅカ ヶもΑよャや ゐヱヤゎャや ネやヱルぺヶもゅョャや ソ∝√ 

≪≪- ⇒ャや フキヰャや(≒√  ) ヱワ るョやキゎショャや るΑョルゎヤャ¬ゅョャや れェゎ りゅΑェャや ソ∝√ 

≪≫- ⇒ャや フキヰャや(≪ ) ヱワ るョやキゎショャや るΑョルゎヤャャや ヴヤハ ュゅゎャや ¬ゅッボャやネヱィ ソ∝∫ 

≪√-  ヴョシゎ サゅΑホ りキェヱ れヱタヤャメよΑシΑキャや  ソ∝∬ 

≪∽- ⇒ャや フキヰャや(∝ ) ヱワ るョやキゎショャや るΑョルゎヤャるΑェタャや るプゅドルャやヱ るヘΑドルャや ロゅΑョャや ソ∵∝ 

≪∝- ラヱゅバゎャや サヤィョ メヱキ ヶプ るΑプヱィャや ロゅΑョャや るよシル ヒヤよゎ ≒∽% ソ∵∫ 

≪∵-  メヱヤェ ラョャ ¬ゅョヤバャや ラゅミケよ るをキゅェ キバよ れΑケよミャや コゅビ れゅΑョミ ケをル ヵケやケェャや サゅよゎェΙや りケワゅドロケヅョヱシ 
ソ∫≒ 

≪∫- ェΑ ゆよシよ ヵケやケェャや サゅよゎェΙや ゐキ キΑやコゎヱ ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅを ラョ ラヱミゎゎ ヶゎャや るもΑプキャや れやコゅピャやコゅビ 
ラゅをΑョャや ソ∫≡ 

 

 

- ゆヱタ ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ラΑシヱボャや ラΑよ るェΑェタャや るよゅィΗや るよゅゎミヱ : 
∵-  ヵヱィャや フΚピャや ヶプ ラΑィヱケゎルャや るよシル ヒヤよゎ∫≡ %                                 (∵∫%   ) ソ∝≫ 

∫- Αヅヘルャや ケゅよΓや れッケバゎ ベケェ ゅヰルハ ュィル ケΑィヘゎ れゅΑヤョバャ れΑヱミャや ケΑケェゎ キルハ る∬≡≡ ケもよ   (∵≫∵   )

ソ∝≫ 

∬-  ヴャま メタゎ メョケャや ラョ るΑャゅハ るよシル ヴヤハ れΑヱミャや  るよケゎ ヵヱゎェゎ≫≒%            (∬∽%   )ソ∝∵ 

≒≡-  りキェヱ れヱタャや ヅピッ サゅΑホ ケゎョヱヤΑミャや                                             ( メよΑシΑキ  ) ソ∝∬ 

≒≒- れタタカ  りキェゎョャや ュョΕや ュゅョゎワΙや ゆクィャ ロゅΑョャや りケキル るヤミセョャキキェ ⇔ ゅΑョャゅハ ⇔ ゅョヱΑ よ オΑケゅゎ∝  ケよヱゎミぺ 

 (≫≫ サケゅョ   )ソ∵∝ 

  ∝-  ヶィヱャヱミΑΙや ュゅドルャや ヶプ ケをほΑ Ι ヵクャや ゐヱヤゎャや ネヱルケヅカャや ゐヱヤゎャや             (メヱよボョャや ゐヱヤゎャや  )ソ∝≫ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≪∽ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ろシケキ ゅヨョ マョゅョぺ ヵグャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ: 
 

≒√- るΒバΒらトャや るΒゃΒらャや れΚムゼヨャや  :ソ∝≒ 
 
 
 

 

 

≒∽-  ヶゃΒらャや ゐヲヤわャや ネやヲルぺ :ソ∝≫ – ∝√ – ∝∵ - ∝∬ 

 

 

 
 

≒∝-  ゐヲヤわャや れゅィケキ :ソ∝≪ 

 

 

 
 

≒∵-  るよゲわャや ゐヲヤゎ ケキゅダョ :ソ∝∵ 

 

 

 

≒∫-  ヶもゅッヲツャや ゐヲヤわャや ネやヲルぺ :ソ∝∬ 

 

 
 

ヶもΑよャや ゐヱヤゎャや ケェタゎャや ロゅΑョャや りケキル 

ラョコョャや れホぼョャや 

るΑミΑルゅミΑョ るΑもゅΑョΑミ るΑヱΑェ 

メヱよボョャや ゐヱヤゎャや ケヅカャや ゐヱヤゎャや ケョキョャや ゐヱヤゎャや 

ヶもやヱヰャや ゐヱヤゎャや ヶもゅョャや ゐヱヤゎャや ヶもゅッヱッャや ゐヱヤゎャや 
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≪∝ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≒∬-  ろΑヲムャや るャヱキ ヶプ るΒバΒらトャや れゅΒヨエヨャや :ソ∵√ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪≡- や ロゅΒヨャや ケキゅダョ るΑギΒヤボわャ :ソ∵∵ 
 
 
 
 
 

≪≒-  るΑギΒヤボわャや ゲΒビ ロゅΒヨャや ケキゅダョ :ソ∵∵ 

 

 
 

 

≪≪-  ラヱゅバわャや ザヤイョ メヱキ ヶプ るよグバャや ロゅΒヨャや ケキゅダョ :ソ∵∫ 
 
 
 
 

  

キヱキシャや ロゅΑョ ヶェタャや フケタャや ロゅΑョ るΑプヱィャや ロゅΑョャや 

るΑハゅルタャや ケゅヅョΕや ケェよャや ロゅΑョ るΑヤェゎ フケタャや ロゅΑョ るィャゅバョ 

るΑェヅシャや ロゅΑョャや ケゅヅョΕや るΑプヱィャや ロゅΑョャや 

るΑヤェゎャや ロゅΑョ 

 るボヅルョャや
 るハヱコルョャや
 ゥΚシャや
るΑバΑよヅャや 

 ゅボルャや ュぺ
るΑバΑよヅャや 

 れゅカΑよΑヤタ
ェゅシャやるΑバΑよヅャや るΑヤ 

 れゅカΑよΑヤタ
るΑバΑよヅャや 

 ケΑよミャや ポケゅよョ
るΑバΑよヅャや 

ョΑヱヰャや るΑヤΑ
るΑバΑよヅャや 

 メゅィ
ゥゅΑヤャや 

 ゥゅよタ
 キョェΕや
るΑバΑよヅャや 

キバシ 

 ノヤッ
 ラΑケボャや
るΑバΑよヅャや 

 ケΑキホ ュぺ
るΑバΑよヅャや 

 れゅカΑよΑヤタ
 るΑケェよャや
るΑバΑよヅャや 

 ヵキやヱ
 ラヅゅよャや
るΑバΑよヅャや 

   れゅシΑヱカャや
 ( ¬やケヰィャや )

るΑバΑよヅャや 
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 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

- ろシケキ ゅヨョ ヶヤΑ ゅョ リΒよ ベゲプ : 
 

ヶもやヲヰャや ゐヲヤわャや ソ∝≫ ヶもゅヨャや ゐヲヤわャや  ソ∝√ 

 ラゅミ ¬やヲシ ¬やヲヰャや ょΒミゲゎ ヶプ ゲΒピゎ ヵぺ ゐヱギェ ヲワ
ぺ れやコゅピャや ペΑゲヅ リハるレカキΕや ヱ 

 るΒバΒらトャや ヮタやヲカヱ ¬ゅヨャや るバΒらヅ ヶプ ゲΒピゎ モミ ヲワ
るΒエャや れゅレもゅムヤャ ウャゅタ ゲΒビ ウらダΑ ゑΒエよ. 

 

リョゴヨャや ヶもゅッヲツャや ゐヲヤわャや ソ∝∬  ろホぽヨャや ヶもゅッヲツャや ゐヲヤわャや ソ∝∬ 

 モヤカ ヮレハ アわレΑ ギホ ヵグャやヱ ブホヲゎ ラヱギよヱ ゲヨわジョ
ノヨジャや ヶプ ユΑギわジョ. 

 ヵキぽΑヱ テボプ りキヱギエョ れやゲわヘャ ゲヨわジΑヱ ユもやキ ゲΒビ
 ブバツャ チゲバわャゅミ るトΒジらャや ケやゲッΕや ヂバよ ゐヱギエャ

ろホぽヨャや ノヨジャや 
 

るΒバΒらトャや ゲエダわャや るヤムゼョ ゆゅらシぺ ソ∵≪ るΑゲゼらャや ゲエダわャや るヤムゼョ ゆゅらシぺ ソ∵≪ 

ケゅトョΕや るヤホ  /ゲガらわャや ょジル ネゅヘゎケや /  ラゅらんムャや ブェコ
るΒヤョゲャや / るよゲわャや るΑゲバゎ 

 

ゲもゅイャや ヶハゲャや  /わヨャや ゲΒビ ヵゲャやリボ /  ヶプ ヅやゲプΗや
ケゅイセΕや ノトホ 

るΑキゅヨャや ロゅΒヨャや りケギル ソ∵∝ るΑヲレバヨャや ロゅΒヨャや りケギル ソ∵∝ 

ラゅムジヤャ れゅらヤトャや るΒヨミ るΒらヤゎ リハ キケやヲヨャや ゴイハ 
 

 ノΒヨィ ヶらヤゎ ヶわャや るΒもゅヨャや キケやヲヨヤャ ギヤらャや ポΚわョや
 れゅィゅΒわェΙや 

 るΒバΒらトャや ヵケやゲエャや サゅらわェΙや ゆゅらシぺ ソ∫≡ るΑゲゼらャや ヵケやゲエャや サゅらわェΙや ゆゅらシぺ ソ∫≡ 

≒. Βピわャや メヲェ チケΕや ケやギヨャ ゐギエゎ ヶわャや れやゲ
ザヨゼャや 

≪. るΒルゅミゲらャや れやケゅイヘルΙや 

≫. ヵヲイャや フΚピャや れゅルヲムョ ょジル ヶプ ゲΒピわャや 

≒. りゲΒらミ れゅェゅジヨよ れゅよゅピャや るャやコま 

≪. ヵケヲヘェΕや キヲホヲャや メゅヨバわシや 
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≪∫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  リハ ヮプゲバゎゅョ ょわミぺ: 
≒≪- ゐヲヤわャや ケやゲッぺ ヶもやヲヰャや ソ∝≫ 

 るΒエャや れゅレもゅムャやヱ ラゅジルΙや ンギャ ザヘレわャや るΒヤヨハ ヴヤハ ゲΒをほわャや 

 や リョ ゲΒんミ ゲゼルチやゲョΕ 

 ゲΒらミ キヲヰイョ メグよ ヴヤハ りケギボャや ュギハヱ ょバわャやヱ ベゅワケΗゅよ ケヲバゼャや 

 

≒≫- ソ るよゲわャや ゐヲヤゎ ケやゲッぺ∝∵ 

 るよゲわャや ヴヤハ れゅゎゅらレャや キゅヨわハや ょらジよ ラゅジルΙや ヮィゅわエΑ ヵグャや ヶハやケゴャや ァゅわルΗや るヤホ 

 るよゲわャや ゐヲヤゎ ょらジよ れゅルやヲΒエャやヱ れゅゎゅらレャや ヂバよ チやゲボルや 

  ラゅジルΘャ チやゲョΕや れゅららジョヱ ゅΑゲΒわムらャやヱ れゅΒヤΒヘトャや キゅΑキコやるΒハやケゴャや モΒタゅエヨャや ゐヲヤゎ ょらジよ 

 ゆゲゼャや ヶプ ラゅジルΙや ゅヰΒヤハ ギヨわバΑ ヶわャや ケゅエらャや ロゅΒョヱ るΒプヲイャや ロゅΒヨャや ゐヲヤゎ 
 

≒√- ソ チケΕや ょミヲムャ ュやギわジヨャや モらボわジヨヤャ サゅシぺ るよゲわャや モバイャ ヱゅヘャや るヨヌレョ ゅヰゎキギェ ヶわャや ゆゅらシΕや∝∫ 

 ユャゅバャや ¬やグビ ケギダョ ヶワ るΒエダャや るよゲわャや 

 ケやヲヨャや リョ ヶバΒらトャや コゅピャや ヱぺ テヘレャや モんョ るよゲわャやりキヱギエヨャや キ 

  ⇔ ゅΒゃΒよヱ ⇔ ゅΑキゅダわホや ⇔やギバよ ペボエΑ るよゲわヤャ るョやギわジヨャや りケやキΗや ヶプ ケゅヨんわシΙや 

 

≒∽- ソ ろΑヲムャや るャヱキ ヶプ ゲエダわャや ケゅをへ∵≫ 

 ゅヰわよヲダカヱ るΒィゅわルΗや ヴヤハ ゅヰゎケギボャ チケΕや ラやギボプ 

 るΑヲΒエャや リミゅョΕやヱ ヶルゅらヨャや ヴヤハ メゅョゲャやヱ るよゲゎΕや サギムゎヱ るΒヤョゲャや ラゅらんムャや ケゅゼわルや 

 

≒∝-  ザヤイョ メヱギよ ロゅΒヨャや りケギル ゆゅらシぺソ るΒよゲバャや アΒヤガャや メヱギャ ラヱゅバわャや∵∫ 

 ヶルゅムジャや ヲヨレャや 

 ヵヲヨレわャやヱ ヶルやゲヨバャや ノシヲわャや 

 ヵヱやゲエダャや ォゅレ ⊥ヨャや ヱク ヶプやゲピイャや ノホヲヨャや 

 るヨもやキ ケゅヰルぺ キヲィヱ ュギハ 
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≪∬ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

 ケゅトョΕや ヅヲボシ るヤホ 

 ヮΒプヲイャや ロゅΒヨャゅよ るェヲヤヨャや るらジル ネゅヘゎケや 

 

 

≒∵- ソ チケΕや ょミヲムよ ヵケやゲエャや サゅらわェΙや ゲワゅヌョ∫≒ 

 れゅトΒエヨャやヱ ケゅエらャや ロゅΒョ ンヲわジョ ネゅヘゎケや ギΒヤイャや ラゅよヱク ょらジよ 

  ケやギボヨよ チケΕや りケやゲェ れゅィケキ ネゅヘゎケや≒‰∽ るΑヲゃョ るィケキ 

 ロゅΒヨャや ゾボレャ ラヲッゲバわΑ ゾガセ ケゅΒヤョ リョ ゲんミぺ 

  メゅボわルや ゲヅゅガョ りキゅΑコ ノョ るΑゲエらャやヱ るΑゲらャや れゅゎゅらレャやヱ れゅルやヲΒエャや リΒよ るゃよヱΕや ケゅゼわルや ゲヅゅガョ ギΑやゴゎ
ゲゼらャや ヴャま チやゲョΕや ログワ 

 ケヱゲヨよ ⇔やケやゲッまヱ ⇔ ゅミΚワま ゲんミぺ ゲΒタゅハΕや ウらダゎ ろホヲャや 

 

-  ヶヤΑ ゅヨャ モヤハ: 
 

∬- ソ ゲΒんムャや ¬ゅヨャゅよ ドゅヘわェΙや ヴヤハ りケギボャや ゅヰャ ザΒャ ろΑヲムャや るよゲゎ∝∵ 

 ュヲΒシゅゎヲらャやヱ ケヲヘジヘャやヱ リΒィヱゲわΒレャや モんョ ンゲカΕや ゲタゅレバャやヱ るΑヲツバャや キやヲヨヤャ ゅワキゅボわプΙ 

 

≒≡- ソ チケΕや ょミヲムャ ュやギわジヨャや モらボわジヨヤャ サゅシΕや ヶワ るよゲわャや∝∫ 

 ユャゅバャや ヶプ ¬やグピヤャ ケギダョ 

 ャやヱ ヶバΒらトャや コゅピャや モんョ ヶワ りキヱギエヨャや キケやヲヨ 

 ゅΒゃΒよヱ ゅΑキゅダわホや やギバよ ペボエΑ ケゅヨんわシΙや 
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≫≡ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ュを ヶャゅゎャや ケゅバセャや ドェΙゆィぺ  ゆヱヤヅョャや ラハ: 

 
≒-  ケゅバセャや ゅヰヤをョΑ ヶゎャや るョドルョャや ュシや: 

ソ りキェゎョャや ュョΖャ るハやケコャやヱ るΑクビΕや るョドルョ∝∫ 

 

 

 
 

≪- ケゅバセャや ヮヤをョΑ ヵクャや ケョゎぼョャや ュシや  : ケョゎぼョ ヶよヱケΑル  

                                             ソ∵≫ 
 
≫-  キボハ ヶプュゅハ : ≒∬∵∵ュ ソ∵≫ 

 
 

-  ヶヤΑ ゅョハ ゆィぺ ュを ポョゅョぺ ヶゎャや るヅΑケカャや ドェΙ: ソ∵√ 
 
≒-  コョケャや  (ﾒ   ) るΑョェョ メをョΑ るヅΑケカャや ヶプ: 

るΑバΑよヅャや キョェΕや ゥゅよタ 

≪-  コョケャや  (ﾐ   ) るΑョェョ メをョΑ るヅΑケカャや ヶプ: 

るΑバΑよヅャや ラヅゅよャや ヵキやヱ 

≫-  コョケャや  (ズ   ) るΑョェョ メをョΑ るヅΑケカャや ヶプ: 

ヅャや ケΑキホ ュぺるΑバΑよ 

√-  コョケャや )     ( るΑョェョ メをョΑ るヅΑケカャや ヶプ: 

るΑバΑよヅャや ケΑよミャや ポケゅよョ 
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≫≒ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

 الرابعةبنك اسئلة الوحدة 

  ( مفهوم العاقات الدولية
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≫≪ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

- ゅョ フゲハ  ろシケキ ゅヨョ ヶヤΑ:- 

√≒-  るΒャヱギャや れゅホΚバャや : モヨゼゎヱ ケゅムプΕやヱ ノヤジャや メキゅらゎヱ ゆヲバゼャや れゅミゲェヱ るΒャヱギャや れΚハゅヘわャや るプゅミ ヶワ

ダわホΙやヱ るΒシゅΒジャや れゅホΚバャやるΒプゅボんャやヱ るΒハゅヨわィΙやヱ るΑキゅ ソ∬≒ 

√≪-  ゲセゅらヨャや モタやヲわャや : るャヱギャや れゅシゅΒシヱ るャヱギャや ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ

るャヱギャや リョ リΒッヲヘヨャや りキゅボャやヱ ゅヰわョヲムェヱ ソ∬≒ 

√≫-  ゲセゅらヨャや ゲΒビ モタやヲわャや : れゅミゲゼャゅミ るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ

ャやヱ るΑゲΒガャや れゅΒバヨイャやヱヶャヱギャや ュゅバャや ヵぺゲ ソ∬≒ 

√√-  るΒシゅΒジャや れゅホΚバャや :るΒャヱギャや れゅホΚバャや ゲワヲィ ヶワ ソ∬√ 

√∽-  るΒャヱギャや るシゅΒジャや : ペΒボエわャ るΒャヱキ れゅヨΒヌレゎ ヱぺ れやギェヱ モムセ ヴヤハ ⇔ ゅツバよ ゅヰツバよ ノョ メヱギャや るホΚハ ヶワ

るレムヨヨャや ゲもゅジガャや モホほよヱ るΒヤハゅヘャや リョ ケギホ ゲらミほよ るΒシゅΒジャや ウャゅダヨャや ソ∬√ 

√∝-  るΒィケゅガャや るシゅΒジャや :ヮィヲヨャや ヅゅゼレャや ヲワ  リヨッ ンゲカぺヱ キヱギエャや ¬やケヱ ゅョ モミゅゼョ るイャゅバヨャ ァケゅガャや ヲエル

キヱギエャや ソ∬∽ 

√∵-  るΒシゅョヲヤよギャや : リΒよ るヨΒヤシ れゅホΚハ ゲΑヲトゎヱ るョゅホま モィぺ リョ るΒィケゅガャや るシゅΒジャや グΒヘレゎヱ モΒムゼわャ りやキぺ ヶワ

メヱギャや ¬ゅシぼケ ヱぺ るΒィケゅガャや ¬やケコヱ リΒよ ゲセゅらヨャや メゅダゎΙや ゲらハ ユわゎヱ メヱギャや れゅョヲムェ ソ∬∽ 

√∫-  るΒャヱギャや るΑキゅダわホΙや れゅホΚバャや : れゅョギガャやヱ ノヤジャや メキゅらゎヱ るΒャヱギャや りケゅイわャや ヴヤハ ヶヨャゅバャや ゥゅわヘルΙや ヲワ

メやヲョΕや サヱぼケ ゆゅΒジルやヱ ソ∬∬ 

√∬-  るΒャヱギャや りケゅイわャや : メヱギャや リΒよ るΑケゅイわャや るミゲエャや りほゼル ヶワソ∬∬ 

∽≡-  ュゅヌルGPS  :るΒハゅレダャや ケゅヨホΕや ヴヤハ ヶレらョ ヶヨャゅバャや ノホやヲヨャや ギΑギエゎ ュゅヌル ヲワ ソ≒≡≡ 

∽≒-  るΒャヱギャや りゲイヰャや :Βルヲルゅボャや ゲΒビ りゲイヰャや ヶワ ゲΒムヘわャや ギΒバゎ メヱギャや ヂバよ ろヤバィ ヶよケヱΕや キゅエゎΙや メヱキ ヴャま る

キヱギエャや ペヤビ ヶプ ⇔ ゅΑギィ ソ≒≡≡ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≫≫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

∽≪-  マよヱぺ: ソ テヘレヤャ りケギダヨャや メヱギャや るヨヌレョ ヶワ≒≡≪ 

∽≫-  るΒャヱギャや るΒハゅヨわィΙや れゅホΚバャや : ⇔ ゅΒレヅヱ ゅヰルヲヨツョ ラヲムΑ るΑヲレバヨャやヱ るΑキゅヨャや れΙキゅらヨャや リョ るヤジヤシ ヶワ

ヶャヱギャや ノヨわイヨャや ヮΒヤハ ペヤトΑ ヶハゅヨわィや テシヱ ヶプ ユわゎヱ ソ≒≡√ 

∽√-  ヶャヱギャや ラヱゅバわャや : るヰィやヲョヱ リΒΒャヱギャや ユヤジャやヱ リョΕや ペΒボエゎ モィぺ リョ ユャゅバャや メヱキ リΒよ るャヱグらョ キヲヰィ ヶワ

るΒレョΕやヱ るΑキゅダわホΙやヱ るΒハゅヨわィΙやヱ るΒシゅΒジャや れゅΑギエわャや ソ≒≡√ 

∽∽-  ゅムΑゅィ :るャヱギャや ヶプ れやギハゅジヨャや ユΑギボわャ るΒヨシゲャや るヰイャやヱ ヶャヱギャや ラヱゅバわヤャ るΒルゅよゅΒャや るャゅミヲャや ヶワ ソ≒≡√ 

∽∝-  るΒャゅョ れやギハゅジョ: ソ リΑキ モΑギらゎ ヱぺ るΒャゅョ ウレョ ヱぺ チヱゲホ ユΑギボゎ リハ りケゅらハ≒≡∽ 

∽∵-  るもケゅヅ れやギハゅジョ:  るタゅガャや れΙゅエャや ヶプ ゅヰΒャま メヱギャや ほイヤゎ ヶわャや りゲセゅらヨャや るΒもやグピャやヱ るΒをゅビΗや れゅルヲバヨャや

ソ≒≡∽ 

∽∫-  るΒレプ れやギハゅジョ:  モィぺ リョ るΒィケゅガャや れゅヰイャゅよ るルゅバわシΙゅよ るΒレヅヲャや れゅハヱゲゼヨヤャ ゲセゅらヨャや ユハギャや ユΑギボゎ

れゅョギカ リΒジエゎヱ ゲΑヲトゎ ソ るャヱギャや≒≡∽ 

∽∬-  ヲムジルヲΒャや: ヶわャや るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや ユワぺ ンギェぺ ヶワヱ るプゅボんャやヱ ュヲヤバャやヱ るΒよゲわヤャ りギエわヨャや ユョΕや るヨヌレョ ヶワ

るプゅボんャやヱ ユΒヤバわャやヱ るΒよゲわャや メゅイョ ヶプ ユャゅバャや メヱキ リΒよ ラヱゅバわャや ンヲわジョ ノプケ ヶプ るヨワゅジヨャや ヴャま フギヰゎ 

ソ≒≡∝ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≫√ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

- ろシケキ ゅヨョ ヶヨヤバャや ウヤトダヨャや ょわミぺ: 

ュ ヶヨヤバャや ウヤトダヨャや りケゅらバャや 

≒ 
 るΒャヱギャや れゅホΚバャや

ソ∬≒ 

 モヨゼゎヱ ケゅムプΕやヱ ノヤジャや メキゅらゎヱ ゆヲバゼャや れゅミゲェヱ るΒャヱギャや れΚハゅヘわャや るプゅミ ヶワ

るΒプゅボんャやヱ るΒハゅヨわィΙやヱ るΑキゅダわホΙやヱ るΒシゅΒジャや れゅホΚバャや 

≪ 
 ゲセゅらヨャや モタやヲわャや

ソ∬≒ 

 るャヱギャや れゅシゅΒシヱ るャヱギャや ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ

や リョ リΒッヲヘヨャや りキゅボャやヱ ゅヰわョヲムェヱるャヱギャ 

≫ 
 ゲΒビ モタやヲわャや

ソ ゲセゅらヨャや∬≒ 

 れゅミゲゼャゅミ るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ

ヶャヱギャや ュゅバャや ヵぺゲャやヱ るΑゲΒガャや れゅΒバヨイャやヱ 

√ 
 るΒシゅΒジャや れゅホΚバャや

ソ∬√ 

るΒャヱギャや れゅホΚバャや ゲワヲィ ヶワ 

 

∽ 
 るΒャヱギャや るシゅΒジャや

ソ∬√ 

 ヱぺ れやギェヱ モムセ ヴヤハ ⇔ ゅツバよ ゅヰツバよ ノョ メヱギャや るホΚハ ヶワ るΒャヱキ れゅヨΒヌレゎ

るレムヨヨャや ゲもゅジガャや モホほよヱ るΒヤハゅヘャや リョ ケギホ ゲらミほよ るΒシゅΒジャや ウャゅダヨャや ペΒボエわャ 

∝ 
 るΒィケゅガャや るシゅΒジャや

ソ∬∽ 

 リヨッ ンゲカぺヱ キヱギエャや ¬やケヱ ゅョ モミゅゼョ るイャゅバヨャ ァケゅガャや ヲエル ヮィヲヨャや ヅゅゼレャや ヲワ

キヱギエャや 

∵ ソ るΒシゅョヲヤよギャや∬∽ 

Αヲトゎヱ るョゅホま モィぺ リョ るΒィケゅガャや るシゅΒジャや グΒヘレゎヱ モΒムゼわャ りやキぺ ヶワ るヨΒヤシ れゅホΚハ ゲ

 ヱぺ るΒィケゅガャや ¬やケコヱ リΒよ ゲセゅらヨャや メゅダゎΙや ゲらハ ユわゎヱ メヱギャや れゅョヲムェ リΒよ

メヱギャや ¬ゅシぼケ 

∫ 
 るΑキゅダわホΙや れゅホΚバャや

ソ るΒャヱギャや∬∬ 

 ゆゅΒジルやヱ れゅョギガャやヱ ノヤジャや メキゅらゎヱ るΒャヱギャや りケゅイわャや ヴヤハ ヶヨャゅバャや ゥゅわヘルΙや ヲワ

メやヲョΕや サヱぼケ 

∬ 
 るΒャヱギャや りケゅイわャや

ソ∬∬ 
 るΑケゅイわャや るミゲエャや りほゼル ヶワメヱギャや リΒよ 

≒≡  ュゅヌルGPS ソ≒≡≡ るΒハゅレダャや ケゅヨホΕや ヴヤハ ヶレらョ ヶヨャゅバャや ノホやヲヨャや ギΑギエゎ ュゅヌル ヲワ 

≒≒ 
 るΒャヱギャや りゲイヰャや

ソ≒≡≡ 

 ギΒバゎ メヱギャや ヂバよ ろヤバィ ヶよケヱΕや キゅエゎΙや メヱキ ヴャま るΒルヲルゅボャや ゲΒビ りゲイヰャや ヶワ

キヱギエャや ペヤビ ヶプ ⇔ ゅΑギィ ゲΒムヘわャや 

≒≪ ソ マよヱぺ≒≡≪ テヘレヤャ りケギダヨャや メヱギャや るヨヌレョ ヶワ 
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≫∽ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≒≫ 
Κバャや るΒハゅヨわィΙや れゅホ

ソ るΒャヱギャや≒≡√ 

 ヶプ ユわゎヱ ⇔ ゅΒレヅヱ ゅヰルヲヨツョ ラヲムΑ るΑヲレバヨャやヱ るΑキゅヨャや れΙキゅらヨャや リョ るヤジヤシ ヶワ

ヶャヱギャや ノヨわイヨャや ヮΒヤハ ペヤトΑ ヶハゅヨわィや テシヱ 

≒√ 
 ヶャヱギャや ラヱゅバわャや

ソ≒≡√ 

 リΒΒャヱギャや ユヤジャやヱ リョΕや ペΒボエゎ モィぺ リョ ユャゅバャや メヱキ リΒよ るャヱグらョ キヲヰィ ヶワ

ゅヨわィΙやヱ るΒシゅΒジャや れゅΑギエわャや るヰィやヲョヱるΒレョΕやヱ るΑキゅダわホΙやヱ るΒハ 

≒∽ ソ ゅ⇒ムΑゅィ≒≡√ 
 ヶプ れやギハゅジヨャや ユΑギボわャ るΒヨシゲャや るヰイャやヱ ヶャヱギャや ラヱゅバわヤャ るΒルゅよゅΒャや るャゅミヲャや ヶワ

るャヱギャや 

≒∝ 
 るΒャゅョ れやギハゅジョ

ソ≒≡∽ 
リΑキ モΑギらゎ ヱぺ るΒャゅョ ウレョ ヱぺ チヱゲホ ユΑギボゎ リハ りケゅらハ 

≒∵ 
 るもケゅヅ れやギハゅジョ

ソ≒≡∽ 
イヤゎ ヶわャや りゲセゅらヨャや るΒもやグピャやヱ るΒをゅビΗや れゅルヲバヨャやるタゅガャや れΙゅエャや ヶプ ゅヰΒャま メヱギャや ほ 

≒∫ 
 るΒレプ れやギハゅジョ

ソ≒≡∽ 

 リョ るΒィケゅガャや れゅヰイャゅよ るルゅバわシΙゅよ るΒレヅヲャや れゅハヱゲゼヨヤャ ゲセゅらヨャや ユハギャや ユΑギボゎ

るャヱギャや れゅョギカ リΒジエゎヱ ゲΑヲトゎ モィぺ 

≒∬ ソ ヲムジルヲΒャや≒≡∝ 

 れゅヨヌレヨャや ユワぺ ンギェぺ ヶワヱ るプゅボんャやヱ ュヲヤバャやヱ るΒよゲわヤャ りギエわヨャや ユョΕや るヨヌレョ ヶワ

ヰゎ ヶわャや るΒャヱギャや ヶプ ユャゅバャや メヱキ リΒよ ラヱゅバわャや ンヲわジョ ノプケ ヶプ るヨワゅジヨャや ヴャま フギ

るプゅボんャやヱ ユΒヤバわャやヱ るΒよゲわャや メゅイョ 
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≫∝ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  れシケキ ゅョョ ゅヰよシゅルΑ ゅョよ るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メョミぺ: 

 

≪∬-  るΑケΑカャや れゅΑバョィャやヱ れゅミケセャゅミ るΑャヱキャや れゅョドルョャや ペΑケヅ ラハ メヱキャや ラΑよ メタやヱゎャや ネヱルケセゅよョャや 

ソ∬≒ 

≫≡- や れゅミケェヱ るΑャヱキャや れΚハゅヘゎャや るプゅミ ヶワ ヴョシゎ ケゅミプΕやヱ ノヤシャや メキゅよゎヱ ゆヱバセャるΑャヱキャや れゅホΚバャや ソ∬≪ 

≫≒-  メヱキャや れゅョヱミェ ラΑよ るΑョヤシ れゅホΚハ ケΑヱヅゎヱ るョゅホま メィぺ ラョ るΑィケゅカャや るシゅΑシャや クΑヘルゎヱ メΑミセゎャ りやキぺ ヶワ

るΑシゅョヱヤよキャや ソ∬∽ 

≫≪-  クルョ ヶよケバャや るプゅボをャや れΑヱミャや るャヱキ れョハキフタル ソ ラケホ≒≡∝ 

 

 

- ゆヱタ  ヅカ ヮゎェゎ ゅョヱボャや ラΑよ るェΑェタャや るよゅィΗや るよゅゎミよラΑシ : 

≒≪-  るホΚバャや るΑャヱキャや れゅホΚバャや ケワヱィるΑキゅタゎホΙや                                  (るΑシゅΑシャや  )ソ∬√ 

≒≫-  ⇒ャや ュゅドルGIS   るΑハゅルタャや ケゅョホΕや ヴヤハ ヶルよョャや ヶョャゅバャや ノホやヱョャや キΑキェゎ ュゅドル ヱワ (GPS  )ソ≒≡≡ 

≒√- ゅΑケヱミ や メヱキャや ラョ キΑキバヤャ ウルョャや ュキボゎ ュャゅバャや ヶプ るェルゅョャや るョキボゎョャや メヱキャや ケよミぺ ラョるΑョゅルャ 

 (ラゅよゅΑャや  )ソ≒≡√ 

≒∽- れやキハゅショャや  ヴョシゎ ラΑキ メΑキよゎ ヱぺ るΑャゅョ ウルョ ヱぺ チヱケボャや ュキボゎ ヶゎャやるもケゅヅャや     (るΑャゅョャや れやキハゅショャや  ) 

ソ≒≡∽ 

≒∝-  るプゅボをャやヱ ュヱヤバャやヱ るΑよケゎヤャ りキェゎョャや ュョΕや るョドルョ ヴョシゎヱゅヘャや                    (ヱミシルヱΑャや  )ソ≒≡∝ 
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≫∵ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  ろシケキ ゅヨョ マョゅョぺ ヵグャや ヶヨヰジャや テトガヨャや モヨミぺ: 

 
≪≫-  ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ: ソ∬≒ 

 
 

 

 

 

≪√-  るΒャヱギャや れゅホΚバャや メゅムセぺ: ソ∬≒ 

 

 
 

 

 

 

≪∽-  メヱギャや リΒよ るΒシゅΒジャや れゅホΚバャや ヴヤハ りゲをぽヨャや モョやヲバャや: ソ∬√ 
 

 
 

 

 

≪∝-  るΒィケゅガャや るシゅΒジャや フやギワぺ :ソ∬∽ 

 

 

 

 
 

ケセゅよョ ケセゅよョ ケΑビ 

るΑシゅΑシ るΑプゅボを 

るΑヤカやキ 

 るドプゅェョャや
 ラョぺ ヴヤハ

るャヱキャや 

 コΑコバゎ
 クヱヘル
るャヱキャや 

 ノョ メタやヱゎャや
 ¬ゅッハぺ

ョャやヶャヱキャや ノョゎィ 

 ペΑよヅゎ
 ラヱルゅボャや

 キボハヱ ヶャヱキャや
 れゅΑホゅヘゎや
れやキワゅバョヱ 

 るΑゅョェ
 ウャゅタョャや

 るΑキゅタゎホΙや
るャヱキヤャ 

 ペΑボェゎ
 るΑワゅプケャや
るΑハゅョゎィΙや 

 ウャゅタョ るΑゅョェ
 ラΑルヅやヱョャや

 ァケゅカ ヱぺ メカやキ
るャヱキャや 

るΑキゅタゎホや やるΑハゅョゎィ 

るΑィケゅカ るΑもΑよ るΑプやケピィ るΑケミシハ るΑハゅルタ るΑキゅタゎホや 
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≫∫ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≪∵-  るΒィケゅガャや るシゅΒジャや グΒヘレゎ フやギワぺ :ソ∬∽ 

 

 

 

 

 

 
≪∫- フやギワぺ  ろΑヲムャや るャヱギャ るΒィケゅガャや るシゅΒジャや むキゅらョヱ: ソ∬∝ 

 

 

 

 

 

≪∬-  るョギボわヨャや るャヱギャや れゅョヲボョ :ソ∬∵ 

 

 
 

 

 

 

≫≡-  るΒョゅレャや るャヱギャや れゅョヲボョ :ソ∬∵ 

 

 

 

 

るΑシゅョヱヤよキャや  ュやキカゎシや
 りヱボャや

るΑシゅΑシャや 

 メもゅシヱ ュやキカゎシや
 ゥケセ ヶプ ュΚハΙや
 るャヱキャや ケドル るヰィヱ

ゅヰゎシゅΑシヱ 

ョャや れゅルヱバ
るΑィケゅカャや 

 るバヅゅボョャや
るΑキゅタゎホΙや 

 ノΑホヱゎ
 れやキワゅバョャや
れゅΑホゅヘゎΙやヱ 

 ヴヤハ ドゅヘェャや
ケやヱィャや ラシェ 

 ヶプ メカキゎャや ュキハ
ラΑケカΓや ラヱぼセ 

 キハやヱボャゅよ ポショゎャや
 るΑャヱキャや るΑハケセャや

ヶャヱキャや ラヱルゅボャや サシぺヱ 

 ヴヤハ ドゅヘェャや
 ュヤシャやヱ ラョΕや

ラΑΑャヱキャや 

 キΑ キョャ ⇔ ゅョヱキ ヶバシャや
 ュΑキボゎヱ メヱキヤャ ラヱバャや
るΑルゅシルΙや れやキハゅショャや 

ヅ⇒ヘルャや Αよヅャや コゅピャやヶバ  ノΑルタゎャや
ケゅミゎよΙやヱ 

るよタカ るΑハやケコ ゅヰッケぺ るヤョゅハ ヵキΑぺ ケプヱゎ 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

≫∬ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≫≒-  るョギボわヨャや るャヱギャや れΚムゼョ :ソ∬∵ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

≫≪-  るΒョゅレャや るャヱギャや れΚムゼョ: ソ∬∵ 

 

 
 

 

 

≫≫- わャや れやゴΒヨョ るΒャヱギャや りケゅイ :ソ∬∬ 

 

 

 

 

 

≫√-  るャヱギャや りケゅイわャや ゆヲΒハ :ソ∬∬ 

 

 

 

 

 
 

 

るヤョゅバャや ヵキΑΕや るヤホ るよタカ ケΑビ ゅヰッケぺ 

るャゅヅよャや ヶセヘゎ メゅョャや サぺケ ケプヱゎ ュキハ るΑヅヘルャや キケやヱョャや りケキル 

 ヶプ るョワゅショャや
 ヱョルャや ュハキ
ヵキゅタゎホΙや 

 メΚピゎシや
 るΑョャゅバャや キケやヱョャや

メップぺ メミセよ 

 ココバゎ
 れゅホΚバャや
メヱキャや ラΑよ 

 れゅよビケ ネゅよセま
 ラΑミヤヰゎショャや

 れゅョキカャや ネヱルゎャ
ノヤシャやヱ 

 りキゅΑコ ヴヤハ ヵヱホ ケセぼョ
 るャヱキヤャ るΑィゅゎルΗや りケキボャや
 ベやヱシΕや ヶプ サプゅルゎャやヱ

るΑョャゅバャや 

 ケプやヱゎ
 ソケプ
メョバャや 

 メヱキャや ノよゎゎ
 るョキボゎョャや

 ュゅドル
 ゅョョ ケゅミゎェΙや
 るヤミセョ ペヤカΑ
 ケΑビ メキゅよゎャや

めプゅミゎョャや 

 フΚゎカや
 ヵキぼΑ れΚョバャや
 るよヱバタ ヴャま
 ラΑよ メョゅバゎャや

 ノもゅよャや
ヵケゎセョャやヱ 

 りケゅィゎャや
 ゅヰャ るΑャヱキャや
 ケセゅよョ ケΑをほゎ
 ケゅセゎルや ヶプ
ヶもΑよャや ゐヱヤゎャや 

 キヱキェ キヱィヱ
 メヱキャや ラΑよ るΑシゅΑシ

 るャヱキ メミャヱ
 ラΑルやヱホヱ れゅシゅΑシ
るヘヤゎカョ るΑキゅタゎホや 

 るピヤャや フΚゎカや
 ヵキぼΑ れやキゅバャやヱ

 るよヱバタ ヴャま
メキゅよゎャや 

 ュゎΑ ヵケゅィゎャや メキゅよゎャや
 るヤΑヱヅ れゅプゅショ ケよハ
 ネゅヘゎケや ゆよシΑ ゅョョ

や フΑャゅミゎ メボルャ
 ヴヤハ ケをぼΑプ ラェセャやヱ

るバヤシャや ラョを 
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≫∽-  ユャゅバャや ヶプ るヘヤわガヨャや るホゅトャや ケキゅダョ :ソ≒≡≒ 

 

 
 

 

 

≫∝-  ヶャヱギャや ラヱゅバわヤャ るΒシゅシΕや メゅムセΕや :ソ≒≡∽ 
 
 
 
 
 
 

≫∵-  るΒャヱギャや るΑキゅダわホΙや れゅホΚバャや ヶプ りゲをぽヨャや モョやヲバャや :ソ≒≡≒ 

 

 

 

 

-  ろシケキ ゅヨョ ヶヤΑ ゅョ リΒよ ベゲプ: 

 

ソ りゲセゅらヨャや るΒャヱギャや れゅホΚバャや∬≒ ソ りゲセゅらョ ゲΒビ るΒャヱギャや れゅホΚバャや∬≒ 
 ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ
 りキゅボャやヱ ゅヰわョヲムェヱ るャヱギャや れゅシゅΒシヱ るャヱギャや

るャヱギャや リョ リΒッヲヘヨャや 

 ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ
やヱ れゅミゲゼャゅミ るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや るΑゲΒガャや れゅΒバヨイャ

ヶャヱギャや ュゅバャや ヵぺゲャやヱ 
 

ソ るΒャゅョ れやギハゅジョ≒≡∽ ソ るもケゅヅ れやギハゅジョ≒≡∽ 
 ヱぺ るΒャゅョ ウレョ ヱぺ チヱゲホ ユΑギボゎ リハ りケゅらハ ヶワ

リΑキ モΑギらゎ 
 ヶわャや りゲセゅらヨャや るΒもやグピャやヱ るΒをゅビΗや れゅルヲバヨャや ヶワ

るタゅガャや れΙゅエャや ヶプ ゅヰΒャま メヱギャや ほイヤゎ 
 

るΑもゅョャや るΑヱヱルャや ュェヘャや ヅヘルャや りキキィゎョャや るホゅヅャや コゅ⇒⇒ピャや 

るΑャゅョ れやキハゅショ るもケゅヅ れやキハゅショ るΑルプ れやキハゅショ 

 れΚミセョャや
るΑもΑよャや 

 ¬やクピャや れΚミセョ
ュャゅバャや ヶプ 

 りケィヰャや れΚミセョ
るΑャヱキャや 

 ヶョヤバャや ュキボゎャや
ヶィヱャヱルミゎャやヱ 

 るホゅヅャや れΚミセョ
ュャゅバャや ヶプ 
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るΒィケゅガャや るシゅΒジャや フやギワぺ ケゅガャや るシゅΒジャや ゴΒヘエゎ れやヱキぺるΒィ 
≒- るャヱギャや リョぺ ヴヤハ るヌプゅエヨャや 

≪- るャヱギャや クヲヘル ゴΑゴバゎ 
≫-  ¬ゅツハぺ ノョ モタやヲわャや ヴヤハ るヌプゅエヨャや

ヶャヱギャや ノヨわイヨャや 
√-  れゅΒホゅヘゎΙや ギボハヱ ヶャヱギャや ラヲルゅボャや ペΒらトゎ

るャヱギャや ウャゅダョ るΑゅヨェ モィぺ リョ れやギワゅバヨャやヱ 
∽- るャヱギヤャ るΑキゅダわホΙや ウャゅダヨャや るΑゅヨェ 

∝- るΒハゅヨわィΙや るΒワゅプゲャや ペΒボエゎ 
∵- やヲルゅミ ¬やヲシ リΒレヅやヲヨャや ウャゅダョ るΑゅヨェ 

るャヱギャや ァケゅカ ヱぺ モカやキ 

≒- るΒシゅョヲヤよギャや 
≪- るΒシゅΒジャや りヲボャや ュやギガわシや 

≫-  るヰィヱ ゥゲセ ヶプ ュΚハΗや モもゅシヱ ュやギガわシや
ゅヰわシゅΒシヱ るャヱギャや ゲヌル 

√- るΒィケゅガャや れゅルヲバヨャや 
∽- るΑキゅダわホΙや るバヅゅボヨャや 

∝- れゅΒホゅヘゎΙやヱ れやギワゅバヨャや ノΒホヲゎ 

 
 
 

- リョ ⇔ ゅツバよ ゲミクぺ : 
 

ソ るΒャヱギャや りケゅイわャや れやゴΒヨョ∬∬ ソ るΒャヱギャや りケゅイわャや ゆヲΒハ∬∬ 

≒- ワゅジヨャやヵキゅダわホΙや ヲヨレャや ユハキ ヶプ るヨ 
≪- モツプぺ モムゼよ るΒヨャゅバャや キケやヲヨャや メΚピわシや 
≫- メヱギャや リΒよ れゅホΚバャや コゴバゎ ヴヤハ ギハゅジゎ 
√-  ネヲレわャ ⇔やゲヌル リΒムヤヰわジヨャや れゅらビケ ネゅらセま

ノヤジャやヱ れゅョギガャや 
∽-  るャヱギヤャ るΒィゅわルΗや りケギボャや りキゅΑコ ヴヤハ ヵヲホ ゲセぽョ

るΒヨャゅバャや ベやヲシΕや ヶプ ザプゅレわャや ヴヤハ ゅヰゎケギホヱ 
∝- モヨハ ソゲプ ゲプやヲゎ 

≒- ケゅイわャや メキゅらわャや ゅヨョ るヤΑヲヅ れゅプゅジョ ゲらハ ユわΑ ヵ
 ゲをぽΒプ リエゼャやヱ モボレャや ブΒャゅムゎ ネゅヘゎケや ょらジΑ

るバヤジャや リヨを ヴヤハ 
≪-  モョゅバわャや るよヲバタ ヴャま ヵキぽΑ れΚヨバャや フΚわカや

ヵゲわゼヨャやヱ ノもゅらャや リΒよ 
≫-  るよヲバタ ヴャま ヵキぽΑ れやキゅバャやヱ るピヤャや フΚわカや

メキゅらわャや 
√-  ケゅゼわルや ヶプ ゲセゅらョ ゲΒをほゎ ゅヰャ るΒャヱギャや りケゅイわャや

ヶゃΒらャや ゐヲヤわャや 
∽-  るΒシゅΒシ キヱギェ キヲィヱ るャヱキ モムャヱ メヱギャや リΒよ

るヘヤわガョ るΑキゅダわホや リΒルやヲホヱ れゅシゅΒシ 
∝-  ペヤガΑ ゅヨョ ケゅムわェΙや ュゅヌル るョギボわヨャや メヱギャや ノらわゎ

めプゅムわヨャや ゲΒビ メキゅらわャや るヤムゼョ 
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-  リΒよ ラケゅホヶヤΑ ゅョ  ゑΒェ リョ: 
 

 

 

 

 

-  リハ ヮプゲバゎゅョ ょわミぺ: 
 

≒∫- るΒィケゅガャや るシゅΒジャや フやギワぺ ソ∬∽ 

 るャヱギャや リョぺ ヴヤハ るヌプゅエヨャや 

  るャヱギャや クヲヘル ゴΑゴバゎ 

 ヶャヱギャや ノヨわイヨャや ¬ゅツハぺ ノョ モタやヲわャや ヴヤハ るヌプゅエヨャや 

 ィぺ リョ れやギワゅバヨャやヱ れゅΒホゅヘゎΙや ギボハヱ ヶャヱギャや ラヲルゅボャや ペΒらトゎるャヱギャや ウャゅダョ るΑゅヨェ モ 

  るャヱギヤャ るΑキゅダわホΙや ウャゅダヨャや るΑゅヨェ 

 るΒハゅヨわィΙや るΒワゅプゲャや ペΒボエゎ 

 るャヱギャや ァケゅカ ヱぺ モカやキ やヲルゅミ ¬やヲシ リΒレヅやヲヨャや ウャゅダョ るΑゅヨェ 

 
 

≒∬- るΒャヱギャや りゲイヰャや れΚムゼョ ソ≒≡≡ 

 ぺ ラぺ ゑΒェ ∩ ヴャヱΕや るィケギャゅよ りケヲトわヨャや るΒハゅレダャや ラやギヤらャや ヴャま るΒョゅレャや ラやギヤらャや リョ りギΑやゴわヨャや りゲイヰャや ヶワ るョコ
キヱギエャや ペヤビ ヶプ ⇔ ゅΑギィ ゲΒムヘわャや ギΒバゎ メヱギャや ヂバよ ろヤバィ ヶよケヱΕや キゅエゎΙや メヱキ ヴャま るΒルヲルゅボャや ゲΒビ りゲイヰャや 

 

 ヮィヱ
ヮルケゅボヨャや 

りゲセゅらヨャや るΒャヱギャや れゅホΚバャや ソ∬≒ りゲセゅらョ ゲΒビ るΒャヱギャや れゅホΚバャや ソ∬≒ 

ュヲヰヘヨャや Βよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ ペΑゲヅ リハ ラやギヤらャや リ
 りキゅボャやヱ ゅヰわョヲムェヱ るャヱギャや れゅシゅΒシヱ るャヱギャや

るャヱギャや リョ リΒッヲヘヨャや 

 リハ ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ベゲヅ リョ ヶワ
 れゅミゲゼャゅミ るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや ペΑゲヅ

ヶャヱギャや ュゅバャや ヵぺゲャやヱ るΑゲΒガャや れゅΒバヨイャやヱ 
メゅんョ ≒- るΒよゲバャや アΒヤガャや メヱギャ ラヱゅバわャや ザヤイョ 

≪- るΒよゲバャや メヱギャや るバョゅィ 
≫- りギエわヨャや ユョΕや るヨヌレョ 

≒- ヴッゲヨャや るルゅハま ベヱギレタ るΒバヨィ 
≪- ヶわΑヲムャや りゅミゴャや ろΒよ 
≫- ゲヨェΕや メΚヰャや るΒバヨィ 
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≪≡- ユャゅバャや ヶプ ¬やグピャや ゾボル ゆゅらシぺ ソ≒≡ 

  ょらジよ ケゅイわャやヱ リΒムヤヰわジヨャや ペΑキゅレタ ヶプ リヘバわャや ヴャま ¬やグピャや ァゅわルま ヶャゅヨィま ゑヤを ヶャやヲェ ュゅハ モミ ヶヰわレΑ
モボレャや フヱゲド 

 
 

 

≪≒- ムャや るャヱキ ソゲエゎ ヶわャや るシゅΒジャやキゅダわホΙや ケやゲボわシΙ ゅヰィゅヰわルや ヴヤハ ろΑヲ ソ≒≡≪ 

  るイわレヨャやヱ るムヤヰわジヨャや るャヱギャや ウャゅダョ ヶハやゲゎ るャヱぽジョ るΒトヘル るシゅΒシ ァゅヰわルや ヴヤハ ろΑヲムャや るャヱキ ソゲエゎ

 れゅイわレヨャや りキヲィ リジエゎヱ るΒイΒゎやゲわシΙや るバヤジャや ログヰャ るΒヨャゅバャや ベやヲシΕや ケやゲボわシや ケゅらわハΙや リΒバよ グカほゎヱ
 るΒヨャゅバャや れゅヘタやヲヨャや ノョ ヴセゅヨわΑ ゅヨよ るΒトヘレャやるタゅカ るΒヨワぺ やク ⇔やゲョぺ るΒゃΒらャや るョやギわシΙゅよ ゅヰョやゴわャや モバイΑヱ 

 

 

≪≪- るΒよゲバャや るプゅボんヤャ ろΑヲムャや るャヱキ ユハキ ソ≒≡∝ 

 るΒプゅボんャや れゅΒャゅバヘャやヱ れゅルゅィゲヰヨャやヱ チケゅバヨヤャ ゅヰヨΒヌレゎ 

 るΒよゲバャや メヱギャや ヶプ るΒプゅボんャや れゅジシぽヨヤャ ゅヰわΑゅハケ 

 ゲΑヲトゎ ヶプ るΒわΑヲムャや ュゅバャや ノヘレャや れゅΒバヨィ ュゅヰシま 

 バわャや メゅイョ ヶプ るΑヲヨレゎ れゅハヱゲゼヨャやるエダャやヱ ユΒヤ 
 

 

 

≪≫- ラやギヤらャや リΒよ モタやヲわャや ソ∬≒ 

  リョ リΒッヲヘヨャや りキゅボャやヱ ゅヰわョヲムェヱ るャヱギャや れゅシゅΒシヱ るャヱギャや ペΑゲヅ リハ りゲセゅらョ モムゼよ モタやヲわャや ラヲムΑ ゅョぺ
るャヱギャや 

  るΑゲΒガャや れゅΒバヨイャやヱ れゅミゲゼャゅミ るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや ペΑゲヅ リハ ゲセゅらョ ゲΒビ モムゼよ モタやヲわャや ラヲムΑ ヱぺ
ヶャヱギャや ュゅバャや ヵぺゲャやヱ 
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 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≪√- るシゅΒジャや グΒヘレゎ れやヱキぺ るΒィケゅガャや ソ∬∽ 

 るΒシゅョヲヤよギャや 

 るΒシゅΒジャや りヲボャや ュやギガわシや 

 ゅヰわシゅΒシヱ るャヱギャや ゲヌル るヰィヱ ゥゲセ ヶプ ュΚハΗや モもゅシヱ ュやギガわシや 

 るΒィケゅガャや れゅルヲバヨャや 

 るΑキゅダわホΙや るバヅゅボヨャや 

 れゅΒホゅヘゎΙやヱ れやギワゅバヨャや ノΒホヲゎ 

 

 

≪∽- や むキゅらョヱ フやギワぺるΒィケゅガャや るシゅΒジャ ソ ろΑヲムャや るャヱギャ∬∝ 

 リΑゲカΓや ラヱぽセ ヶプ モカギわャや ュギハ 

  ヴヤハ ドゅヘエャやケやヲイャや リジェ 

 メヱギャや ラヲルゅボャや ザシぺヱ るΒャヱギャや るΒハゲゼャや ギハやヲボよ マジヨわャや 

 リΒΒャヱギャや ュΚジャやヱ リョΕや ヴヤハ ドゅヘエャや 

  るΒルゅジルΗや れやギハゅジヨャや ユΑギボゎヱ メヱギヤャ ラヲバャや ギΑ ギヨャ ⇔ ゅョヱキ ヶバジャや 

 

 

≪∝- ヶィヲャヲレムわャやヱ ヶヨヤバャや ュギボわャや ソ≒≡≡ 

 ヨャやヱ メゅヨャやヱ りケゅイわャやヱ ァゅわルΗや ヶプ りギΑギイャや ゅΒィヲャヲレムわヤャ ノシやヲャや ケゅゼわルΙや ラぺ ヴャま ヵキぽΑ メゅダゎΙやヱ れΚタやヲ
 ノΒホヲゎヱ れゅボヘダャや ギボハヱ ヵゲわゼヨャやヱ ノもゅらャや モタやヲゎ ヶプ ユワゅジΑ ろルゲわルΙや ラぺ ゑΒェ ∩ メヱギャや キゅダわホや ゲΑヲトゎ

 ュやギガわシやヱ キヲボバャやGPS ノもゅツらャやヱ れゅレエゼャや るバよゅわヨャ 

 
≪∵- ユャゅバャや ヶプ ¬やグピャや れΚムゼョ ソ≒≡≒ 

 ジヨャや ペΑキゅレタ ヶプ リヘバわャや ヴャま ¬やグピャや ァゅわルま ヶャゅヨィま ゑヤを ヶャやヲェ ヶヰわレΑ ュゅハ モミ ょらジよ ケゅイわャやヱ リΒムヤヰわ
モボレャや フヱゲド 

 
 



 ノシゅわャや ブダヤャ るヤゃシΕや マレよ-  ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬/≪≡≪≡ュ 
هنوف العبداh –زهراء اUداد  –هبه كرم  –النادي  نورهإعداد اWعلمات   

√∽ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≪∫- ユャゅバャや ヶプ るホゅトャや れΚムゼョ ソ≒≡≒ 

  るΒヨレわャや ヴヤハ るΒヤらボわジョ りケヲトカ ヴャま ヶヨャゅバャや ヅゅΒわェΙや れやゲΑギボゎヱ るΒャゅエャや るホゅトャや ポΚヰわシや れΙギバョ ゲΒゼゎ
 ユエヘャやヱ テヘレャやヱ コゅピャや ユャゅバャや ヶプ るヘヤわガヨャや るホゅトャや ケキゅダョ リョヱ ∩ ヶヨャゅバャや ヵキゅダわホΙや ヲヨレャやヱ るΑキゅダわホΙや

や るホゅトャやヱゥゅΑゲャやヱ ザヨゼャゅミ りキギイわヨャや るホゅトャやヱ るΒもゅヨャやヱ るΑヱヲレャ 

 

 

≪∬- るΒャヱギャや りケゅイわャや ソ∬∬ 

  キヲバΒャ ゅヰゎゅイわレョ ブΑゲダわャ ベやヲシぺ ヴャま るイわレヨャや メヱギャや るィゅエャ るイΒわル ∩ メヱギャや リΒよ るΑケゅイわャや るミゲエャや ヶワ
 キケやヲョヱ れゅョギガャやヱ ノヤジャや キやゲΒわシΙ るムヤヰわジヨャや メヱギャや るィゅエャ ンゲカぺ るイΒわルヱ ゅヰルゅムシ ヴヤハヱ ゅヰΒヤハ ノヘレャゅよ

や ュゅガャやゅヰΒッやケぺ ヶプ ゲプヲわゎ Ι ヶわャ 

  ゅヰゎやゴΒヨョ リョヱ : ギハゅジゎヱ モツプぺ モムゼよ るΒヨャゅバャや キケやヲヨャや モピわジゎヱ ヵキゅダわホΙや ヲヨレャや ユハキ ヶプ ユワゅジゎ ゅヰルぺ
 ヵヲホ ゲセぽョ ゲらわバゎヱ ノヤジャやヱ れゅョギガャや ネヲレわャ リΒムヤヰわジヨャや れゅらビケ ノらゼゎヱ メヱギャや リΒよ れゅホΚバャや コゴバゎ ヴヤハ

 ザプゅレわャや ヴヤハ ゅヰゎケギホヱ るャヱギヤャ るΒィゅわルΗや りケギボャや りキゅΑコ ヴヤハ ソゲプ ゲプやヲゎ ⇔ ゅツΑぺヱ るΒヨャゅバャや ベやヲシΕや ヶプ
モヨバャや 

  ゅヰよヲΒハ リョヱ : ゲをぽΒプ リエゼャやヱ モボレャや ブΒャゅムゎ ネゅヘゎケや ヶプ ょらジΑ るヤΑヲヅ れゅプゅジョ ゲらハ ヵケゅイわャや メキゅらわャや ラぺ
 るピヤャや フΚわカやヱ ヵゲわゼヨャやヱ ノもゅらャや リΒよ モョゅバわャや るよヲバタ ヴャま ヵキぽΑ れΚヨバャや フΚわカやヱ るバヤジャや リヨを ヴヤハ

ヰャヱ メキゅらわャや るよヲバタ ヴャま ヵキぽΑ れやキゅバャやヱ れゅシゅΒシ るャヱキ モムャヱ ヶゃΒらャや ゐヲヤわャや ケゅゼわルや ヶプ ゲセゅらョ ゲΒをほゎ ゅ
めプゅムわヨャや ゲΒビ メキゅらわャや るヤムゼョ ペヤガΑ ケゅムわェΙや ュゅヌル るョギボわヨャや メヱギャや ネゅらゎまヱ るヘヤわガョ るΑキゅダわホや リΒルやヲホヱ 

 

≫≡- るΒハゅヨわィΙや るΒヨレわャや ゴΑゴバわャ ヶャヱギャや ラヱゅバわヤャ るΒシゅシΕや メゅムセΕや ソ≒≡∽ 

  るΒャゅョ れやギハゅジョ :ぺ るΒャゅョ ウレョ ヱぺ チヱゲホ ユΑギボゎ ヶワヱリΑキ モΑギらゎ ヱ 

  るΒレプ れやギハゅジョ : モィぺ リョ るΒィケゅガャや れゅヰイャゅよ るルゅバわシΙゅよ るΒレヅヲャや れゅハヱゲゼヨヤャ ゲセゅらヨャや ユハギャや ユΑギボゎ ヶワヱ
るャヱギャや れゅョギカ リΒジエゎヱ ゲΑヲトゎ 

  るもケゅヅ れやギハゅジョ : れΙゅエャや ヶプ ゅヰΒャま メヱギャや ほイヤゎ ヶわャや りゲセゅらヨャや るΒもやグピャやヱ るΒをゅビΗや れゅルヲバヨャや ヶワヱ
るタゅガャや 
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 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

≫≒- レョヲジムルヲΒャや るヨ ソ≒≡∝ 

 や るヨヌレョ ヶワるプゅボんャやヱ ュヲヤバャやヱ るΒよゲわヤャ りギエわヨャや ユョΕ 

  ユャゅバャや メヱキ リΒよ ラヱゅバわャや ンヲわジョ ノプケ ヶプ るヨワゅジヨャや ヴャま フギヰゎ ヶわャや るΒャヱギャや れゅヨヌレヨャや ユワぺ ンギェぺ ヶワヱ
るプゅボんャやヱ ユΒヤバわャやヱ るΒよゲわャや メゅイョ ヶプ 

 

 

≫≪- リヘバわャやヱ ブヤわャや リョ るΒもやグピャや キやヲヨャや ヴヤハ るヌプゅエヨャや ベゲヅ ソ≒≡≒ 

 ょΒヤバわャや 

 るツヘガレョ りケやゲェ れゅィケキ ヴヤハ リΑゴガわャや ギΑゲらわャや ヱぺ 

 ギΒヨイわャや 

 ブΒヘイわャや 

 
 

-  ヶヤΑ ゅヨャ モヤハ: 
≒≒- ソ  るΒャヱギャや るΑケゅイわャや るミゲエャや りほゼル∬∬ 

 ゅヰルゅムシ ヴヤハヱ ゅヰΒヤハ ノヘレャゅよ キヲバΒャ ゅヰゎゅイわレョ ブΑゲダわャ ベやヲシぺ ヴャま るイわレヨャや メヱギャや るィゅエャ 
 ゅヰΒッやケぺ ヶプ ゲプヲわゎ Ι ヶわャや ュゅガャや キケやヲョヱ れゅョギガャやヱ ノヤジャや キやゲΒわシΙ るムヤヰわジヨャや メヱギャや るィゅェ 

 
 
 

≒≪- リΒよ るホΚハ ¬ゅゼルま ソ  ⇔やギボバョ ⇔やゲョぺ ンゲカぺヱ るャヱキ∬≒ 

 ょバゼャや ウャゅダヨよ ヶレわバゎ ラぺ るャヱギャや れゅΑヲャヱぺ リョ ラΕ 
 るミゲわゼョ ウャゅダョヱ フやギワぺヱ れゅΑゅビ ペΒボエわャ ユヰバョ ラヱゅバわャや モヰジΑ ¬ゅホギタぺ リハ ゑエらゎヱ 

 
 
 

≒≫- ソ ケゅイわャやヱ リΒムヤヰわジヨャや ペΑキゅレタ ヶプ リヘバわャや ヴャま ¬やグピャや ァゅわルま ヶャゅヨィま ゑヤを ヶャやヲェ ヶヰわレΑ ュゅハ モミ≒≡≒ 

 モボレャや フヱゲド ょらジよ 
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√∵ 

 (ا غD عن الكتاب اWدرسي 

-  やクゅョ ゐギエΑ ラや ノホヲわゎ: 
≪-  ソ ∨ るムヤヰわジヨャや ヮΒエャや ゲタゅレバャや るハヲヨイョ ¬ゅヘわカゅよ ヶィヲャヲムΑΙや ュゅヌレヤャ∽≒ 

  ュゅドルャや ¬ゅヘゎカやヱ ラゅシルΙや ヱワ ゅワケヱワキゎ ラハ メヱもショャや ラΕ るもΑよャや ケヱワキゎ ュキハヱ ゅヰヤョミほよ るΑケセよャや ¬ゅヘゎカや
ヶハゅョゎィΙやヱ ヵキゅタゎホΙや 

 

 

-  ュを ヶャゅゎャや ケゅバセャや ドェΙゆィぺ  ゆヱヤヅョャや ラハ: 

 

 

√- Κバャや ヴヤハ るヤをョΙや キェぺ りケセゅよョャや るΑャヱキャや れゅホ: 

Αよケバャや アΑヤカャや メヱキャ ラヱゅバゎャや サヤィョソ る∬≒ 
 
 
 
 

 

∽-  りケセゅよョャや ケΑビ るΑャヱキャや れゅホΚバャや ヴヤハ るヤをョΙや キェぺ:  

ヴッケョャや るルゅハま ベヱキルタ るΑバョィ ソ∬≒ 
 
 
 
 

 

∝-  ラゅよゅΑャや ヶプ れやキハゅショャや ュΑキボゎャ るΑョシケャや るヰィャや ュシや: 

 ヶャヱキャや ラヱゅバゎヤャ るΑルゅよゅΑャや るャゅミヱャや ( ゅミΑゅィ) ソ≒≡√ 
 
 
 
 

 


