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ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 
 للصف الرابع اابتدائي عن بعد  اافAاضية ) اWتسامنة وغE اWتسامنة (ضمن خطةالتعلمص  اUتوزيع اWفاهيم اأساسية على 

 

ュ るタェャや ネヱッヱョャや 
るタェャや ネヱル 

 るルョッゎョャや ュΑワゅヘョャやるΑッやケゎプΙや ソタェヤャ 
るルョやコゎョ  ケΑビ

るルョやコゎョ 

1 ヴャヱΕや 
りゅΑェヤャ るΑシゅシぺ るィゅェ ¬ゅョャや 

 ∨ケェよャや ロゅΑョ るィャゅバョ ラミョΑ フΑミ 
∨ ケェよャや ロゅΑョ るΑボルゎ ュゎゎ ラΑぺ 

1  

ヱ-  ラョ るΑャゅハ るよシル ヴヤハ ヮもやヱゎェΙ りケセゅよョ ゆケセヤャ ウャゅタ ケΑビ ケェよャや ケよゎバΑ
. るΑハゅルタャやヱ るΑバΑよヅャや ゆもやヱセャやヱ ゥΚョΕや 

ヲ-  キバよ れΑヱミャや るャヱキ ヶプ ゆケセャや ¬ゅョャ ヶシゅシΕや ケキタョャや ケェよャや ¬ゅョ ケよゎバΑ
ヮゎィャゅバョ. 

ン-  ケΑをほゎ れェゎ るΑコゅピャや るャゅェャや ヴャま るヤもゅシャや るャゅェャや ラョ りキゅョャや メヱェゎ ケΑカよゎャや ケよゎバΑ
りケやケェャや. 

ヴ-  るャゅェャや ヴャま るΑコゅピャや るャゅェャや ラョ りキゅョャや メヱェゎ ゅヰャΚカ ラョ ュゎΑ るΑヤョハ ヱワ フをミゎャや
ョ りケやケェ るィケキ キルハ るヤもゅシャや. るッヘカル 

ヵ- ロキΑケよゎよ キハゅタゎョャや ¬ゅョャや ケゅカよ フをミゎ ュを ウャゅョャや ¬ゅョャや ケカよゎ ヱワ ケΑヅボゎャや
.ゆケセヤャ ウャゅタャや ¬ゅョャや ヴヤハ メヱタェヤャ 

ヶ-シヤシ ヶワ るΑヤェゎャやヤ りキもやコャや ゥΚョΕや るャやコΗ ヵケィゎ るΑハゅルタャや れゅΑヤョバャや ラョ る
¬ゅョャや ヶプ るよもやクャや 

2 るΑルゅをャや 
ヵキΚよ りヱケを ヅヘルャや 

 れゅィゎルョャや ノョ メョゅバゎャや ベケヅ ヶワ ゅョ
 .るルョへ りケヱタよ るΑヅヘルャや 

∨ ヵヱィャや ¬やヱヰャや ゐヱヤゎ ラョ キェゎ フΑミ 
1  

1-  ソもゅタカ ヮャヱ チケΕや ラヅゅよ ラョ ァケカゎシΑヱ キヱシΕや ゆワクャゅよ ヅヘルャや フケバΑ
.ロコΑョゎ 

2-  るΑケェよ( るΑェ れゅルもゅミ ゅΑゅボよ ラョ ヅヘルャや ラヱミゎΑ–  ラΑΑΚョよ ゅヰゎヱョ キバよ )るΑケよ
. りキΑキセャや りケやケェャやヱ ヅピッャや ケΑをほゎ れェゎ ラΑルシャや 

3- .るΑョヱΑ りケヱタよ るΑヅヘルャや れゅィゎルョャや れゅョやキカゎシや キキバゎゎ 
4-  ラョΕや ヅヱケセ り¬やケホヱ ラョへ メミセよ るヘヤゎカョャや るΑヅヘルャや れゅィゎルョャや ノョ メョゅバゎャや ゆィΑ

.アゎルョヤャ るよェゅタョャや るョΚシャやヱ 
5- シや ヴャま れΑヱミャや るャヱキ ゅヰルョヱ メヱキャや ノΑョィ ヴバシゎ ゐヱヤゎャや ラョ りキキバゎョ ベケヅ ュやキカゎ

. ヅヘルャや ァゅゎルや ゆよシよ ) ¬やヱヰャや ゐヱヤゎ (ヶもΑよャや 
 



 
 
 
 

3 るをャゅをャや  ヶルゎバル フΑミ ゅルゎェタよ ヶルゎバル フΑミ
ゅルシほよル∨ ゅル  1  

ヱ- . ゅルゎェタよ るΑゅルバャやヱ るドプゅェョャや ベケヅ 

ヲ- .るェタャや ヴヤハ ロケやケッぺヱ ラゅルシΕや サヱシゎ 

ン- .ラゅルシΕや るェタよ るΑゅルバャや ベケヅ 

4 るバよやケャや 
ゅルΑョェΑ ュΑバヅゎャや  

 ュゅドルャやヶェタャや 
1  

ヱ- .チやケョΕや ラョ るΑゅホヱャや ヶプ ケΑよミ ケヱキ ュΑバヅゎヤャ 

ヲ-  キッ るハゅルョ ラΑヱミゎ ヴヤハ ュシィャや コヘェゎ キやヱョ キやケプΕや ¬ゅヅハま ヱワ ュΑバヅゎャや
. チやケョΕや 

ン-  ラョ キΑキバャや  ヴヤハ ヵヱゎェΑヱ ケヱヅゎョ れΑヱミャや るャヱキ ヶプ ヶェタャや ュゅドルャや
.るタタカゎョャや れゅΑヘセゎショャや 

ヴ- ンヱゎショャや ノプケ ヶプ メゅバプ ケヱキ ゅヰャ るΑョャゅバャや るェタャや るョドルョ ゆヱバセヤャ ヶェタャや
. ヶェタャや ヶハヱャや ケセルヱ 

5 るショゅカャや るバィやケョ  1 

 ヴヤハ キΑミほゎャや  : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや 

 ゅルゎェタよ ヶルゎバル フΑミ - ゅルシほよ ヶルゎバル フΑミル∨ ゅル - ゅルΑョェΑ ュΑバヅゎャや -  

ヶェタャや ュゅドルャや 

るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ .  

(ヮタゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑ  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

6 るシキゅシャや 
ゅョ ヶもΑよャや ュゅドルャや ヱワ ∨ 

 ∨るΑもΑよャや るョドルΕや ネやヱルや ヶワ ゅョ 
1  

1-  ケタゅルバャや ラョ るハヱョィョ ラハ りケゅよハ ヶもΑよャや ュゅドルャや, 
 ゅョ るボヅルョ ヶプ ゅヰルΑよ ゅョΑプ ヅよやケゎョ メミセよ メョバゎ ) るΑェ ケΑビ ¬ゅΑセぺヱ るΑェ れゅルもゅミ (

. 
2- ヴヤハ るΑもΑよャや るョドルΕや ネやヱルぺ ラョ キΑキバャや キィヱΑ . チケΕや ウヅシ 

 



 
 
 

7 るバよゅシャや 
∨るΑもΑよャや るョドルΕや ヶプ れやケΑピゎャや ヶワゅョ 

 ∨ヶもΑよャや ュゅドルャや ヴヤハ ドプゅェル フΑミ 
1  

1- .ヶもΑよャや ュゅドルャや れゅルヱミョ ヴヤハ ケをぼゎ ヶゎャや メョやヱバャや ラョ キΑキバャや キィヱΑ 
2- .ヶもΑよャや ュゅドルャや ヴヤハ るもΑよャや ケΑョキゎ ケをぺ 
3- . るもΑよャや ヴヤハ るドプゅェョャや ベケヅ 

8 るルョゅをャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 
ゅョ ヶもΑよャや ュゅドルャや ヱワ ∨- ∨るΑもΑよャや るョドルΕや ネやヱルや ヶワ ゅョ -  ヶワゅョヶプ れやケΑピゎャや 

∨るΑもΑよャや るョドルΕや - ∨ヶもΑよャや ュゅドルャや ヴヤハ ドプゅェル フΑミ 
. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ  

(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

9 るバシゅゎャや れゅゎゅよルャや  
ヵケワコャや れゅよルャや 1  

1-. れゅルやヱΑェャやヱ れゅゎゅよルャや ヴャま ュシボルゎ るΑェャや れゅルもゅミャや  

2- . ヮルΑバョ るヘΑドヱ ヮャ ¬コィ メミヱ るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ゅヰャ れゅゎゅよルャや 
3- . りゅΑェ りケヱキ ゅヰャ るΑケワコャや れゅゎゅよルャや 
4-  . るΑセΑバョャや ゅヰゎもΑよヱ ゅヰホやケヱぺ メミセヱ ゅヰヤミセ ヶプ フヤゎカゎ れゅゎゅよルャや 
5-  ラョ ラヱミゎゎ ケゅワコΕや. るヘヤゎカョ ¬やコィぺ 

6-  ゅワケゅワコぺ ゆΑミケゎヱ ゅヰホやケヱぺ メミセヱ ゅヰヤミセ ヶプ フヤゎカゎ  りケワコョャや れゅゎゅよルャや
. るΑセΑバョャや ゅヰゎもΑよヱ 

11 りケセゅバャや ( れゅルやヱΑェャや1) 1  

1-  ュゅドバャや キヱィヱヱ ゅヰもやクビ ヶプヱ∩ ラヱヤャやヱ メミセャやヱ ュィェャや ヶプ フヤゎカゎ れゅルやヱΑェャや
.ゅヰゎセΑバョ ラゅミョヱ ゅワヱョル るボΑケヅヱ ゅヰΑプ 

2-  るヘヤゎカョ るΑケゅボヘャや れゅルやヱΑェャやョシΕや ゅヰルョゅ ∩フェやヱコャや ∩れゅΑもゅョケよャや ∩ ポ
.れゅΑキをャや ∩ケヱΑヅャや 

3- . りゅΑェ りケヱキ ゅヰャヱ ケをゅミゎゎ れゅルやヱΑェャや ノΑョィ 

11 ケセハ ヵキゅェャや ( れゅルやヱΑェャや2) 1  

1-  れやケセェャや ヱ れゅΑヤタヘョャやヱ れゅΑヱカケャや ゅヰルョ るヘヤゎカョ るΑケゅボプΚャや れゅルやヱΑェャや
.れゅΑケゅボプΚャや ラョ るハヱョィョ ケよミぺ ヶワヱ 

2-  ヶィケゅカ メミΑワ ゅヰャ れやケセェャや ノΑョィ ヱ ゆヤタ3  ヱ メィケΕや ラョ ァやヱコぺ3 
. るェルィぺ ゅヰΑキャ ゅヰッバよ ヱ ∩ ュシィヤャ ¬やコィぺ 

3-  ゅワヱョル るボΑケヅヱ ゅヰもやクビ ヶプヱ∩ ラヱヤャやヱ メミセャやヱ ュィェャや ヶプ フヤゎカゎ れやケセェャや
.ゅヰゎセΑバョ ラゅミョヱ 

4-  ラョ ラヱミゎゎ りゅΑェ りケヱキ ゅヰΑキャ れやケセェャや チバよ3 ャ ゅヰッバよヱ メェやケョ りケヱキ ゅヰΑキ
 ラョ ラヱミゎゎ りゅΑェ4 メェやケョ. 

 



 
 
 

12 ケセハ るΑルゅをャや  るΑもやクピャや れゅミよセャやヱ るΑもやクピャや メシΚシャや
るΑもΑよャや るョドルΕや ヶプ 1  

1- . ヶもΑよャや ュゅドルャや ヶプ るホゅヅャや ケキタョ ヶワ サョセャや 

2- ミ ヱワ アゎルョャや ラもゅミャやルャや メゅをョ ∩ アゎルΑ ゅョョ メミほΑ ヶェ ラもゅよ れゅルやヱΑェャや ゅョぺ ∩ れゅゎゅ
 ヶプ ロケΑビ ヴヤハ キョゎバΑ ヶェ ラもゅミ ヱヰプ ポヤヰゎショャや ラもゅミャや ∩ るミヤヰゎショ れゅルもゅミ ケよゎバゎ

. ¬やクピャや 
3- . るィゎルョャや れゅルもゅミャゅよ るΑもやクピャや るシヤシャや ぺキよゎ 
4- カョヱ りキゅェ ラゅルシぺ ゅヰャ るシケゎヘョャや れゅルもゅミャやュヱェヤャや ノΑヅボゎャ キゅェ ケゅボルョ ヱぺ ゆャゅ.  

13 ケセハ るをャゅをャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 
 れゅゎゅよルャや–  ヵケワコャや れゅよルャや–  ( れゅルやヱΑェャや1  ( ∩ )2  )–  るΑもやクピャや メシΚシャや

. るΑもΑよャや るョドルΕや ヶプ るΑもやクピャや れゅミよセャやヱ 
. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ  

(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

14 ケセハ るバよやケャや 
 ゅョ ヶワ∨チケΕや ウヅシ メゅミセぺ 

∨ ケヱカタャや ネやヱルぺ ゅョ 1  

1- . チケΕや サΑケゅッゎ メゅミセぺ ラョ れゅヅΑェョャやヱ ケゅヰルΕやヱ メゅよィャや 
2-  ゆシェよ フヤゎカゎ ケヱカタャや ラョ るヘヤゎカョ ネやヱルぺ ヴヤハ るΑッケΕや りケセボャや ヵヱゎェゎ

. ゅヰゎほセル 
3- ゅッバよ ゅヰッバよ ラハ ケヱカタャや コΑョゎゎ  ラヱヤャや ( りコΑョョ れゅヘタ ヶプ–  ュィェャや– 

) るよΚタャや 

15 ケセハ るショゅカャや 
ラΑミやケよャや ラΑヱミゎヱ チケΕや れゅボよヅ 

へラΑミやケよャやヱ れゅルゅッΑヘャや ケゅを 1  

1- れゅボよヅ るバよケぺ ラョ チケΕや ラヅゅよ ゆミケゎΑ 
 りケセボャや(–  ゥゅセヱャや–  ヶィケゅカャや ゆヤャや– )ヶヤカやキャや ゆヤャや 

2-  りケヰタルョ ケヱカタヱ ケヱカタ ラョ チケΕや ラヅゅよ れゅボよヅ れゅΑヱゎェョ フヤゎカゎ
.ラキゅバョヱ 

3- .ラΑミやケよャやヱ れゅッゅΑヘヤャ るΑよヤシ ンケカぺヱ るΑよゅィΑま ケゅをへ キィヱゎ 

16 ケセハ るシキゅシャや 
∨メやコャコャや ゐキェΑ フΑミ 

 メョゅバゎャや ベケヅヱ メコΙコヤャ るΑよヤシャや ケゅをΓや
ヰバョゅ 

1  

1-  ゐキェゎ ゅョ やクワヱ キハゅよゎゎ ヱぺ るΑッケΕや りケセボャや ¬やコィぺ ノプやキゎゎ ゅョキルハ メコΙコャや
. コゎヰゎ チケΕや メバィΑ 

2- .フやケィヱョコΑシャや コゅヰィ ュやキカゎシゅよ メやコャコャや りヱホ サゅボゎ 
3- . ゅヰバョ メョゅバゎャや ベケヅヱ メコΙコヤャ るΑよヤシャや ケゅをΓや 

 

 



 
 
 

17 ケセハ るバよゅシャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 

 ∨ チケΕや ウヅシ メゅミセぺ ヶワ ゅョ-  ∨ ケヱカタャや ネやヱルぺ ゅョ-  ラΑヱミゎヱ チケΕや れゅボよヅ
 ラΑミやケよャや–  ラΑミやケよャやヱ れゅルゅッΑヘャや ケゅをへ–  ∨ メやコャコャや ゐキェΑ フΑミ-   ケゅをΓや

.ゅヰバョ メョゅバゎャや ベケヅヱ メやコャコヤャ るΑよヤシャや 
. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ  

(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑ る ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

18 ケセハ るルョゅをャや ケΑピゎ ロゅΑョャやヱ ゥゅΑケャやラや  チケΕや ウヅシ
(1) 1  

1- . チケΕや ウヅシ ケワゅドョ ラョ ラやケΑピΑ ) れゅェゎャや ( るΑケバゎャやヱ るΑヱィゎャや 

2-  ヶゎャや るΑヱィゎャや メョやヱハゎ れゅィケキ フΚゎカや :チケΕや ウヅシ ヶプ ケΑΑピゎ ゐキェ
. ロゅΑョャや ∩ るΑェャや れゅルもゅミャや ∩ りケやケェャや 

19 ケセハ るバシゅゎャや ケΑピゎ ロゅΑョャやヱ ゥゅΑケャやラや  チケΕや ウヅシ
(2) ケΑプゅェΕや+ 1  

1-  ウヅシ ケワゅドョ ケΑΑピゎ メョやヱハ キェぺ ) れゅェゎャや ( るΑケバゎャや チケΕや. 

2- Αケバゎャや メョやヱハチケΕや ウヅシ ヶプ ケΑΑピゎ ゐキェ⊥ゎ ヶゎャや る : るΑよクゅィャや ∩ ゥゅΑケャや
. るΑケゅィャや ロゅΑョャや ∩ れゅΑキΑヤィャや ∩ るΑッケΕや 

4-  ヶゎャや れゅゎゅよルャや ヱ れゅルやヱΑェャや メヱェ メもΙキヱ れゅョヱヤバョよ ゅルキヱコゎ ケΑプゅェΕや れセゅハ
.りケよゅピャや るョコΕや ヶプ 

3- ラΑΑΚョ クルョ スΑバゎ れルゅミ れゅルやヱΑェ ヱぺ れゅゎゅよル ゅΑゅボよ ヱぺ れゅバよヅ ヶワ ケΑプゅェΕや
. ラΑルシャや 

5- . チケΕや ォゅルョ ケΑピゎ るプケバョ ヶプ ケΑプゅェΕや ¬ゅョヤバャや ュキカゎシΑ 

20 ラヱケセバャや フΑヤミゎ ヱぺ ケΑケボゎ  1 

 ヴタホぺ キェミ ラΑゎェΑケセ ラョ ヶョΑキボゎ チケハ メョバよ フヤミΑ ヱぺ ⇔やケΑケボゎ ゆゎミΑ ュヤバゎョャや 
ヴヤハ フケバゎヤャ   るハヱルゎョ ベケヅメヤボゎ  ヱぺ ラΑミやケよャや ヱぺ メコΙコャや ケゅをへ ラョ れゅルゅッΑヘャや

メΚカ  . れΚミセョャや メェヱ ヶョヤバャや ケΑミヘゎャや 
(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

 ネヱョィョャや 15 5  

 
ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや      ∩∩∩ キョゎバΑ 


