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るΒゎΓا るثاثャع اΒاضヲヨャا ギأح ヶب فわاك:  

 
    メヱع اأヲضヲヨャا:  
   

 هリムヨΑ モ أラ أكΒわョ ラヲقレا ゲバョ リョفる اャغゲΒ؟           
 
    ヶルثاャع اヲضヲヨャا: 

 

 د إラ ااسわجابヲヤャ るاجب هョ ヶقاるョヱ اグャاヘレャ れسヰاذ       
 

 أヱضح ョضラヲヨ اャقヱ るャヲبリΒِ أبバاキها
            
 :اヲヨャضヲع اャثاャث    

 

حقヤダョ ペحユヰわ اΒヤバャا، فョ ヶا Α⊥ بقヲャ りヲ كاラ اリΑヲムわャ اャطらヤャ ヶバΒらشΑ ゲجゲΑ ユヰヤバغラヲら ذ     

 ラا كاヨャ ポاレه モخギゎ ヵاع أキ リョعΑゲسヱ ュコحا  ヴャف إギヰΑりキاΒس  リΒب るらΒطャا るΒレャاヱ ベفاヲャا

サاレャا. اグه ラأ ゲΒغ، ユヤバル اヨك،  ヲه ザΒャعヱゴレャا るΒルساルاإ るバΒらطヤャ ヵキاΒわااع .⊥ゎ ラأ ラクإ ギاب∠レَّ∠ユ 

 ゲب خاطΒط リا عヲفゲダゎ اءヲـ س リΒョヲムحョヱ リΒヨـ حاك りケヱゲضャع باΒヨجャا モバجΑ اヨΒّレゎ るャヱギャا

⊥Α ا ،リΒヨغゲョ ヱأダِق ユヰفゲダゎ モバج ヶف ラヱゲュギガΑ اュاバャح اャاダャ .⊥Α ラأ ヶغらレΑ ،ンゲأخ りケاらバبヱْج∠ら ゲ

リョ أجヱ モ. اバャقモ قΒاりキعヴヤ اΒバャش ゎحろ ، إャク リムΑ ユャ ラك ヤゎقائΒا، فらاャقヱ りヲاャضりケヱゲ اャجΒヨع

ログه パヲヤب るجΒわレャا  ラأ ヶغらレΑユّレ⊥Α  ヵأ ヮバョ ギレسΑ ا ヲحル ヴヤع るャヱギャا モヨع ゲョأ  ュاバャح اャاダャا ユヰΑ

⊥Α ギاحヱ キゲف ヴャإるΒレャا リحس ヮΒف チゲわヘ.  ゲأكث ラأるّقΑ サاレャا ラヲムΑ ギق  ラأヱ ،ヲヰسヤャ るضゲع

 ゲأكثるصابヱ りヲق キاゲاأف، ラヲムΑ ギف قバضヤャ るضゲع، ラヲムΑ اョギレع ケاヰレΒف  ゲらبأك ヶヤحわャا ヮΒヤع

りヲقャا リョ ケギد .ق 
             

 حلل النص وناقشه
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テΒقレわャا ユヤس ヱ るاإجاب ゲاصレع 
るョعا れاヰΒجヲゎ  

 
ョقわضΒاれ اグヨャكりゲ اコヲャاケ るΑケقユ : سΒバا ケヱاء احゲわاギらョ ュأ ムゎافぽ اソゲヘャ بリΒ اゲわヨャشحゲΑ ،リΒجリョ ヴ اャساりキ اأساりグゎ اダヨャححリΒ أゲΑ ラاعヲا أヱا 

 ヱ151اヤバわヨャقる باわャقユΑヲ اゲわャبヵヲ باャسヤك اャثاヵヲル اわャأهヨャ ヶヤΒاりキ اヤヘャسヱ ،るヘكグا اグヨャكりゲ اコヲャاケ るΑケقゲらルヲル2007  ユ  16اダャاりケキ بわاΑケخ  04/142
 : ، ヱاガャاصる باأطゲ اゲヨャجヲヨャ るΒバاضΒع ااわョحاラ اヲャطヶレ اヲヨャحムらヤャ ギاΑケヲャا، ョاりキ اヤヘャسヱ ،るヘأゲΑ ラاعヲا ثاΒルاΑキ2007سゲらヨ 27اダャاりケキ بわاΑケخ 

-  ゎ ゲّわレヨャا るΒヘسヤヘャا るΒفゲバヨャا リΒョضاヨヤャヱ るΒجヰレヨヤャ るョاバャا ヅヲطガャا キギحΑ اヰجヲョ اケا إطاヰヘصヲب ،るحゲわقヨャا るاإجاب ゲاصレع عョ モョاバわャها، اゲفヲ
ヱ ،りギヨわバヨャا るΒسケギヨャب اわムャا キギバゎ りاعاゲョ عョ ،ュゴヤヨャجع اゲヨャا ゲらわバΑ ヵグャا ァاヰレヨャا れقاヲطレョ عョ اョسجاルا ،リΒشحゲわヨャا れإجابا ヶف ،ヴルキأ ギإبقاء كح

 .اヨャجاヲわヘョ メحا أョاュ إムョاΒルاれ اゲわヨャشحリΒ إغレاء هログ اإجاباΒヨバゎヱ れقヰا
-  ゲفヲゎ شルاإ るابわムャا れاヘاصヲョ ヴヤع リΒشحゲわヨャا れإجاباるΒヘسヤヘャا るΒائ :るاقشレヨャاヱ モΒヤحわャا ァケギゎ ،ゥヱゲطヨャا メاムاإش ギΑギحゎヱ عヲضヲヨャا ユヰف 

るΒجヰレヨャا れاヲطガャاسك اヨゎヱ ケاムاأف ゥヲضヱヱ るغヤャا るョب، ساΒكゲわャاヱ... 
-   ヶا فヰΒヤع ソヲダレヨャاヱ るاإجاب ゲاصレع ヶف キケاヲャا テΒقレわャا ユヤبس ュاゴわャع ااョ ،ヶャヲヨشヱ ヶヤョاムゎ ケヲّレョ リョ リΒشحゲわヨャا れإجابا ゲΑギقゎ リΒゎゲكグヨャا

ロا أعاヨヰΒャإ ケشاヨャا. 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 メاぽســــャا: 
ユـــــヰヘャا :  (04 テقル) 

    ヴヤハ リΒバわΑ るفゲバヨャや るバΒらトب ペヤバわヨャや  メゅムإشや パヲダΑ ラأヱ ゲΒغャや ュヲヰヘョ リヨッ ،ヵゲゼらャや ノッヲャや メゅイョ モخやキ メやぽジャや ゲデぽΑ ラأ ウشゲわヨャや
リボΒわャや るΒルゅムョま メヲェ メءゅジわΒف ،ゲΒغャゅب  ヶレハ فヤわガΑヱ ヶレヰらゼΑ ،ヶゎやク ァケゅخ やゴΒエわョ やギジج マヤヨゎ ンゲأخ ゅゎやク ヮヘタヲب ゲΒغャや るفゲバョ リョ.  

モΒـــヤحわャا  :(05 テقル) 
     や リョ ゲヌわレΑわヘヨャや るェヱゲデأや ゅヰャヲェ ユヌわレゎ ヶわャや ユΒワゅヘヨャや ギレハ ヮヤΒヤエゎ ヶف فボΑ ラأ ウشゲわヨャ るΒルゅムョま ヴャま بワグゎ ヶわャやヱ ،メやぽジャや ヶف るッゲ

ヶレΒボΑ モムゼب ゲΒغャや るفゲバョるΒゎΓや ゲタゅレバャや メخا リョ マャクヱ ،: 
-  るャاキ؛ゲΒغャや ュヲヰヘョ 
- Βヤبゅホ ヱف أデゅバわャや ペΑゲデ リハ ،るヤثゅヨヨャや ペΑゲデ リハ るفゲバヨヤャ ゅハヲッヲョ ラヲムΑ ラأ ゲΒغャや るヶシギエャや ギェヲわャや... 
       -  ヶハヲッヲヨャや ユャゅバャやや サゅシأ モムゼゎ ヶわャや るΒゎやグレΒらャや るホاバャや メخا リョ れやグャやゲΒغャや ザシぽΑ. 

 
 (ゲらわバΑ اわャحモΒヤ جギΒا إクا كاラ شاョا ヘヨヤャاهヱ ユΒاャقضاΑا اらゎゲヨャطる باヲヨャضヲع)

るاقشレヨャا :  (05 テقル) 
     リボΒわャや るΒルゅムョみب るヤئゅボャや るェヱゲデأや شホゅレΑ ラأ ウشゲわヨヤャ リムヨΑるΒゎΓや ゲタゅレバャや ءヲッ ヶف マャクヱ ،ゲΒغャや るفゲバョ リョ: 
     -   ヴボらゎゲΒغャや るفゲバョ るΒハゅレトタや، るΒレΒヨガゎ ،るΒゎやク...؛ 
     -   ヴヤハ ユムエャや ラヲムΑ ギホゲΒغャやヶボΒボエャや モタやヲわャや るャゅエわシま ヴャま メヱぽΑ ギホヱ  ヮャ ゅゃΒΒゼゎ...؛ 
     -   チゲわヘΑ ゲΒغャや キヲجヱゅΒハヱ ヮわヘダب ヮわΑゲΒغ ュやゲわェや... 

 (ベاΒسヤャ るヨائョヱ るعヲレわョ りギヨわバヨャا るヤثョاأヱ メاヲاأقヱ れاإحاا ろルا كاクإ りギΒج るاقشレヨャا ゲらわバゎ) 
 (ルقテ 03)   :اゲわャكـΒب

 ヴャま ،ヮわゼホゅレョヱ ヮヤΒヤエゎ リョ ،ゾヤガΑ ラأ ウشゲわヨヤャ リムヨΑ ゲΒغャや るفゲバョ ヴヤハ ケやゲタاや ラأ.  ヴャま فギヰΑ ヱأ ،ヮΒヤハ りゲトΒジャや ヶف るらغケ リョ ノらレΑ ギホヱ
 .わافや ュやゲわェや チヲハ ヮわΑゲェ  ヶヘルヮخ

るΒヤムشャب اルاヲجャا:   (03 テقル) 
 
 

 



 
 
 

 ゅΑケヲャゅムらヤャ ギェヲヨャや ヶレデヲャや ラゅエわョاや - りケヱギャやるΒاكケギわط  0202 ااس るاإجاب ゲاصレع - りキゅョ :るヘسヤヘャا - 
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 るـــャヲقـــャا: 
ユـــــヰヘャا :  (04 テقル) 

ヱأや パヲダΑ ラإشペヤバわヨャや メゅム بやヲャや るバΒらトجب . ゲわヨャや ヴヤハ リΒバわΑشポやケキま ウ أやキ ゲデほわゎ  るャヲボャや ラخや メゅイョ モأخاやヲャや ュヲヰヘョ リヨッヱ ベجب      
 ヶホأخاや جبやヲャや リΒب るホاバャや リハ メءゅジわΑ ラأヱ ،ヶホأخاやりグヤャやヱ るバわヨャやヱ るバヘレヨャや ヴャま ヴバジゎ ゅワケゅらわハゅب ゅヰジヘル れやグャや リΒبヱ れやグャや リョ ゅバبゅル ロケゅらわハゅب. 

モΒـــヤحわャا   :(05 テقル) 
      ゅヰヤΒヤエわب マャクヱ ،ゅヰゎゅワやゲミまヱ れやグャや るョヱゅボョ ヲワ ヶバトボャや ヶホأخاや جبやヲャや ラأ ゲらわバゎ ヶわャや るェヱゲデأや ギレハ فヲホヲャや ヮヤΒヤエゎ ヶف ウشゲわヨャや リョ ゲヌわレΑ 

 ゅヰجゅイェヱ ゅヰヨΒワゅヘョ るΒゎΓや ゲタゅレバャや ءヲッ ヶف チゲわヘヨャや: 
 ゴΒΒヨわャや بや リΒإや ュやゴャأخاヱ るΑゲエヤャ チゲわヘヨャや ヶホبるΑゲエヤャ るらャゅジャや りケヱゲツャや リハ ケキゅダャや モバヘャや リΒ؛ -        

- ،メヲΒヨャやヱ ءやヲワأやヱ るらغゲャや ヮヨムエゎ ヵグャや ギジイヤャ るヰبゅイョ ヱأ やキヲヰイョ ゅョヱキ チゲわヘΑ ヶバトボャや ヶホأخاや جبやヲャや ラأ コやゲبま ケإや ネゅツإخ ゅΒバシ マャクヱ ヴャま りキや
 ヶヤヨバャや モボバャや ラヲルゅホ؛

 ゥゅツΑま أやヲャや ラجب ゅレΒハヱ リハ やケキゅタ ラゅミ ラまヱ، فるΑギジイャや ゅレわバΒらデ リハ メゅバわョ ヲヰ أエらャや ラث やヱ りグヤャや リハاやヲヤャ メゅんわョجب أラゅヘヤわガョ ラやゲョ؛ -
- モホゅバャや ヶハヲャや リハ بΑゲغ ゲΒغ ラヲルゅボャ れやグャや ネヲツخ ヮルث أΒェ リョ るΑゲエャやヱ るΒャاボわシاや チゲわヘΑ ヶバトボャや جبやヲャや ラأ ソاガわシや  ケギダョ モムゼΑ ヵグャや

るΒルヲムャや ギハやヲボャやヱ ユΒボャや... 
 (ゲらわバΑ اわャحモΒヤ جギΒا إクا كاラ شاョا ヘヨヤャاهヱ ユΒاャقضاΑا اらゎゲヨャطる باヲヨャضヲع)

るاقشレヨャا :   (05 テقル) 
  るΒゎΓや ゲタゅレバャや メخا リョ マャクヱ ،るャヲボャや ヶف るレヨツわヨャや るェヱゲデأや شホゅレΑ ラأ ウشゲわヨヤャ リムヨΑ: 
 ゲゼらャや ヴヤハ؛" や るΒバΒらトャ ヶヘル ヲワ ゅヰΒヤハ"ヲヨジャやإゅヘッまヱ ラゅジルء や ギΑゲイゎ るヘタأخاらタ キゅレシまヱ ベغゅヘダャや るء  -
-  るΒハゅヨわجや るゃゼレゎ リョ ヱأ リトらわジョ ヶジヘル ヶッゅョ リョ بジわムョ ゲΒغヱ ラゅジルإや ンギャ ヵゲトف ヶホأخاや ヶハヲャや ラأ ゲらわバΑ ペらジョ チやゲわفや ヴヤハ るャヲボャや ءゅレらルや

 るョゴヤョ؛
-  モバヘャや るΒئゅغ リョ モバイゎ ヶわャや るΒバヘレャや ベأخاや れゅΒツわボヨャ るャヲボャや ءゅغャまれゅらجやヲャや ヂホゅレゎ ラゅムョإ ゅワぼゅغャまヱ ،ヮΒヤハ ユムエヤャ やケゅΒバョ... 

 (ベاΒسヤャ るヨائョヱ るعヲレわョ りギヨわバヨャا るヤثョاأヱ メاヲاأقヱ れاإحاا ろルا كاクإ りギΒج るاقشレヨャا ゲらわバゎ) 
 (ルقテ 03)    :اゲわャكـΒب

   ΒらΑ ギホ クま ،るャヲボャや ヶف るレヨツわヨャや るェヱゲデأや ユハキ ヴャま ،ヮわゼホゅレョヱ ヮヤΒヤエゎ リョ ،ゾヤガΑ ラأ ウشゲわヨヤャ リムヨΑ モئゅシヲャや ゲΑゲらゎ ラゅムョま ウわヘゎ るΒئゅغャや ベأخاや ラأ リ
ルや るΒヨワأ ヴヤハ ギΒミほわャや ヮレムヨΑ ゅヨミ ،りギェ ヴヤハ るャゅェ モミ るΑキゲف ケゅらわハاや リΒバب グخほゎ るΒヤヨハ るヨムェ ヴヤハ ヶレらレゎ ベأخا リハ ノفやギΑ ギホ ゅヨミ ،れゅΑゅغャゅجب بやヲャや ゥゅわヘ

ラゅジルإや ヶف ヶルヲミ ヲワ ゅョ ヴヤハ ヶホأخاや. 
るΒヤムشャب اルاヲجャا:   (03 テقル) 

らャ るャヲقャا ラヲغسゲ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ゾــレャا : 
ユـــــヰヘャا :  (04 テقル) 

      ラأ ウشゲわヨャや ヴヤハ リΒバわΑ メءゅジわΒف ،ゅヰわΑゅغヱ るャヱギャや サゅシほب テらゎゲヨャや メゅムإشや パヲダΑ ラأヱ ،るャヱギャや ュヲヰヘョ リヨッヱ ،るシゅΒジャや メゅイョ モخやキ ゾレャや ゲデぽΑ
るョゅバャや るエヤダヨャや ヴャま ュأ るΑキゲف ウャゅダョ ヴャま فギヰゎ るャヱギャや ろルゅミ やクま ゅヨハ.  

モΒـــヤحわャا   :(05 テقル) 
      るΑケヲエヨャや ユΒワゅヘヨャや ギレハ فヲホヲャや ヮヤΒヤエゎ ヶف ウشゲわヨャや リョ ゲヌわレΑ るャヱギャや るヘΒظヱ ラأ ゲらわバゎ ヶわャやヱ ،ヮجゅイェヱ ゾレャや るェヱゲデأ ゅヰャヲェ ユヌわレゎ ヶわャや ケゅムأفやヱ

るΒゎΓや ゲタゅレバャや メヱゅレわب マャクヱ ،リΒルやヲボャや るトシやヲب れゅミヲヤジャや テらッ メخا リョ ュゅバャや ウャゅダャや ロゅイゎや ヶف ヶルゅジルإや モバヘャや ヮΒجヲゎ ヶワ: 
- ヶف ゲΒأخや やグワ ラゅミ ゅヨャ ラゅジルإや ンギャ リΒわらャゅغ るヨムエャやヱ モボバャや ゅわヘタ ろルゅミ ヲャ ؛るャヱギャや るジシぽョ ヴャま るجゅェ 
-  ュゅΒホ أギらョ るャヱギャや  ヶف  ロゲΑゲらゎ ギイΑ ャや؛ヮゎゅらغゲャ ヅゲヘヨャやヱ ヵケヲヘャや ءゅッケإや ヴャま ヶバΒらトャや ヶルゅジルإや モΒヨ 
-  るャヱギャや ュゅヌル ケヲダわャや やグヰャ ユائヨャや れゅΒャヱぽジヨャや ネコヲΑ ヵグャや ヶミケゅゼわャや ヶハゅヨイャや ュゅヌレャや ヲワر 

 (اらゎゲヨャطる باヲヨャضヲعゲらわバΑ اわャحモΒヤ جギΒا إクا كاラ شاョا ヘヨヤャاهヱ ユΒاャقضاΑا )
るاقشレヨャا :  (05 テقル) 

ゲわヨヤャ リムヨΑشウ أホゅレΑ ラش أゾレャや るェヱゲデ بゅاヴヤハ ゥゅわヘル أギΑぽゎ れゅェヱゲデ أヂワゅレゎ ヱ فマャクヱ ،ュゅバャや ウャゅダャや ヴャま ゅヰΒバシヱ るャヱギャや キゅΒェ りゲム فヲッ ヶء   
るΒゎΓや ゲタゅレバャや: 

 ヲゎ りやキほミ るャヱギャやظف فヶボらトャや ネやゲダャや ヶ؛ -
- ゅヰゎやグャ るョキゅخ るャヱギャや ヤャ るョキゅخ ろジΒャヱリΒレデやヲヨ؛ 
- ベأخاや リハ るシゅΒジャや モダف ،ヱ モダفュゅバャや ウャゅダャや りゲムف リハ るャヱギャや... 

 (ベاΒسヤャ るヨائョヱ るعヲレわョ りギヨわバヨャا るヤثョاأヱ メاヲاأقヱ れاإحاا ろルا كاクإ りギΒج るاقشレヨャا ゲらわバゎ) 
 (ルقテ 03)    :اゲわャكـΒب

  らレΑ るャヱギャや أギらョ ラأ  コやゲبま ヴャま ،ヮわゼホゅレョヱ ヮヤΒヤエゎ リョ ،ゾヤガΑ ラأ ウشゲわヨヤャ リムヨΑ ،ュゅヌレャや ケやゲホみب ペヤバわゎ るΒヤボハ بャゅトヨャ ゅボفヱ るトヤジャや るジシほョ りケヱゲッ リョ ノ
ラヲルゅボャやヱ ペエャや るャヱキ ザΒシほゎヱ. 

るΒヤムشャب اルاヲجャا:    (03 テقル) 
ゾレャجع اゲョ:          


