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るΒゎΓا るثاثャا ノΒاضヲヨャا ギأح ヶب فわاك: 

 
   メヱاأ ネヲضヲヨャا: 
 

 リムヨΑ モワ إخضاネ اヌャاりゲワ اإルساユΒヨムわヤャ るΒル اΑゲャاضヶ ؟         
 
 
  ヶルثاャا ネヲضヲヨャا: 
 

ق⌒グ⊥ أحギا リョ اャغベゲ إヨルا Αقュヲ بモバヘ حسリ أخاقΒا، سヲاء كاキ ラافヮバ اヲャاجب أュ اأモョ إレْ⊥Α リョ ラذ     
ロキヲヰイヨャ モقابョ ヴヤハ メヲダحャا ヶد .ف 

 

 اشョ ゥゲضラヲヨ اャقヱ ،るャヲبラヲムΑ ヴわョ リΒ اヲャاجب ヱاجらا أخاقΒا؟             

 :اヲヨャضネヲ اャثاャث  

إク أラ اヲガャف ヱإラ . اΒャるャヱギャس リョ اダャحる فヶ شヶء أΑ ラقاメ إラ اヲガャف ヲワ اギャافノ إヴャ طاるハ  ذ

りギقバヨャا るハطاャا モョاヲバャ اョا شاゲΒسヘゎ ラヲムΑ ラأ リムヨΑ ا ヮルا، إا أΒقΒا حقバافキ شك ラヱキ ラك . كاゃャヱفأ

 りケإشا ラヲバΒط⊥Α リΑグャاヶطゲش  ケヱゲヨャا- ゆاヰヨャا ラヲルقاャا ネケ⌒キ فヤخ ヶヨわحΑ ヵグャا-  るイΒわル كャク ラヲヤバヘΑ

イャا リョ فاヲخ ラヲヤバヘΑ اヨك ،ユヰャ ヮゎاヰΒجヲゎ るΒヨワبأ ユヰافゲわハا ュギハ るイΒわル ユヰΒヤハ ノ∠قヲ⊥ゎ ラأ リムヨΑ ヶわャا れاءاゴ

ユヰわハطا . リョ فاヲخ ヮャヲらق ヴャإ リΑゲضطョ اヲسΒャ ヶョاゴャاإ ユΒヤバわャا ラヲルقا ラヲバΒط⊥Α リΑグャك اゃャヱأ ラا أヨك

ヶルヲルقاャا ユヰらاجヱ اヲヤヨワأ ユワ ラس إらحャا ヱأ るョاゲغャا... 

   ヲك ヱギバΑ ا ラヲルقاャا ラفإ ،りキاΒسャا るらا صاحワケاらわハبا ،るャヱギャا りゲムا فレヤらا قョ اクإるャヱギャا りキاケإ ヮル . اレルأ

إクا سレヨヤا بطるバΒら اャسΒاりキ، فإラ اャقاイΑ ラヲルب أラヲムΑ ラ اャشヶء اるャヱギヤャ リムヨΑ ヵグャ أゲヘゎ ラضヮ، بヨレΒا 

 د .اΒャ るャヱギャسョ ろسチゲヘャ りギバわ أヵ أゲョ، إا ャクك اヘわョ ロゲらわバゎ ヵグャقا ノョ إケاヰゎキا
 

ヮاقشルヱ صレャا モヤح 
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テΒقレわャا ユヤس ヱ るاإجاب ゲاصレハ 
るョاハ 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اヲハ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أヨャ ヶヤΒワا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اضノΒ 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اヲハا ثاΒルاΑキ2007سゲらヨ 27اダャاりケキ بわاΑケخ 
-  ゎ ゲヌわレヨャ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Βイヰレヨヤャ 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レハ ノョ モョاバわャا، اワゲ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اハاゲョ ノョ ،ュゴヤヨャا ノج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 ノョ اョاイسルا ،リΒشحゲわヨャا れإجابا ヶف ،ヴルキأ ギإبقاء كح
 .اイヨャا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 ログワ 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 ヴヤハ 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 ネヲضヲヨャا ユヰف
るΒイヰレヨャ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ف ヮΒヤハ ソヲダレヨャاヱ るاإجاب ゲاصレハ ヶف キケاヲャا テΒقレわャا ユヤبس ュاゴわャاا ノョ ،ヶャヲヨشヱ ヶヤョاムゎ ケヲヌレョ 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ハا أ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 るバッヲヨよ テらゎゲヨャや メゅムإشや パヲダΑ ラأヱ ،るΒルゅسルإや ュヲヤバャや ュヲヰヘョ リヨッ ،るفゲバヨャや メゅイョ モخやキ メやぽسャや ゲデぽΑ ラأ ウشゲわヨャや

ヤタأや ゅヰバよゅデ マャク ゅワギボヘΑ ラأ ラヱキ ヶッゅΑゲャや ユΒヨムわャや るΒヤヨバャ るΒルゅسルإや りゲワゅヌャや ネゅツخま ラゅムョإゅよ ラゅミ やクま ゅヨハ メءゅسわΑヱ ،るΒルゅسルإや りゲワゅヌャやヶ. 
モΒـــヤحわャا  :(05 テقル) 

      ラأ ゅワキゅヘョ ヶわャやヱ ،メやぽسャや ヶف るッゲわヘヨャや るェヱゲデأや ヶف るレヨツわヨャや れゅエヤトダヨャやヱ 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ΒゎΓや ゲタゅレバャや キゅヨわハゅよ マャクヱ ،るΒバΒらトャや ゲワやヲヌャや モثョ マャク ヶف ゅヰヤثョ ヶッゅΑゲャや ユΒヨムわヤャ るヤよゅホ るΒルゅسルإや りゲワゅヌャや: 

 や りゲワゅヌャやإルسゅヰヘタヲよ るΒルゅ شゅゃΒ؛ -
 や りゲワゅヌャや るΒヤよゅホإルسΒェ リョ ،るΒルゅث ョاケゅガャや ゅヰエョجタヲヤャ ،るΒف ゅΒダャやヱ モΒヤエわャやヱغるΒッゅΑゲャや る؛ -
- るΒルゅسルإや りゲワゅヌャや るΒタヲダخ リハ ゲΒらバわヤャ るΒッゅΑケ るغゅΒタ ،れاゅヨわェاや ゆゅسェヱ ءゅダェإや メゅヨバわسやر 

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

    るΒゎΓや ゲタゅレバャや メヱゅレゎ メخا リョ ،メやぽسャや ヶف るッゲわヘヨャや 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: 
 や りゲワゅヌャや るバッヲョ るよヲバタإルسゅヰルヲムャ るΒルゅ ظやヱ るΑゲエャやヱ ヶハヲャゅよ ゴΒヨわゎ りゲワゅإりキやケ؛  -
-  ぽらレわャやヱ ゲΒسヘわャや メギよ ユヰヘャや ギヨわバゎ りギΑギج るよケゅボョ ろッゲف るΒルゅسルإや りゲワゅヌャや るΒタヲダخ... 
 

(らわバゎベاΒسヤャ るヨائョヱ るハヲレわョ 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) 
 (ルقテ 03)   :اゲわャكـΒب

ゲわヨヤャ リムヨΑشウ أコやゲよま 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や ュヲヤバャや るΒヨヤハ ラإルسるΒルゅ ا ま ろャやコشゅムا فヤسゅわル ゥやゲわホゅよ ロコヱゅイわル ،ゅΒヘئج     
るΒルゅسルإや りゲワゅヌャや ゾئゅダخ ユائゎ جワゅレョヱ るΒヤヨハ. 

るΒヤムشャب اルاヲイャ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レハ - 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) 
       リΒバわΑ ラأヱ ،ょجやヲャや るΒئゅغよ ペヤバわヨャや メゅムإشや パヲダΑ ラأヱ ،ょجやヲャや ュヲヰヘョ リヨッ ،ベأخاや メゅイョ モخやキ ゲデأわΑ ネヲッヲヨャや ラأ ポやケキま ウشゲわヨャや ヴヤハ

るバヘレョ モミ リョ キゲイョ モバف ヲワ ュأ ロキギエゎ るΑゅغャ るイΒわル ヶホأخاや モバヘャや ラゅミ やクま ゅヨハ メءゅسわΑ. 
モΒـــヤحわャا   :(05 テقル) 

      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 ،ノفやギャや ラゅミ ゅヨヰョ ヮゎやグャ ギダボΑ リسエャや ヶホأخاや モバヘャや ラأ ゲらわバゎ ヶわャやヱ ،るャヲボャや ヶف るレヨツわヨャや るェヱゲデأや ギレハ فヲ
るΒゎΓや ゲタゅレバャや メヱゅレゎ メخا リョ ،ゅヰجゅイェヱ ゅヰヨΒワゅヘョ モΒヤエわよ マャクヱ: 

 ヘゎسヨャや ゲΒثヲヨャや メゅظف فゅよ ヮトよケヱ るャヲボャや ヶأるレヨツわヨャや るェヱゲデ فゅヰΒ؛ -
- ゅョ ヶف リسエャや ベأخاや モバヘャや るバΒらデ ؛りギئゅف リョ ペボエΑ 
- モバヘャや るΑゅغ ヶワ るバヘレヨャや ラヲムゎ ギホ ゅヨミ ،るバヘレョ モミ リョ キゲイヨャや ょجやヲャや ラヲムΑ ギホ リسエャや モバヘャゅよ ュゅΒボヤャ ノفやギャやر 

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

   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るΒゎΓや ゲタゅレバャや ءヲッ ヶف マャクヱ ،ゅヰよ ペفゲヨャや メやぽسャや ノョ ヅゅらゎケや ヶف ،るャヲボャや: 
 ا やヲャや ラヲムΑجやヱ ょجま ゅらا ラゅミ やクま أモミ リョ やキゲイョヱ モボバャや リョ ゅバよゅル やゲョ غるΑゅ؛ -
 やヲャや チケゅバわΑجるバヘレョ モミ ノョ ょ أりグャ ヱ أょヤデ ヱ سりキゅバ؛ -
- ゅヰゎやグャ るバッゅガャや りゲエャや りキやケإや ノΑゲゼゎ リョ ノよゅル ょجやヲャやر 

( ゲらわバゎベاΒسヤャ るヨائョヱ るハヲレわョ 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) 
 (ルقテ 03)    :اゲわャكـΒب

   ゅヰゎやク ベأخاや ュギワ ヴャま ヵキぽΑ ギホ るΒバヘル るΑゅغ ヴヤハ リسエャや ヶホأخاや モバヘャや ュゅΒホ ラأ コやゲよま 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 ラأ ゅヨミ ،
 ょجやヲャや ギΑゲイわャやれゅらجやヲャや ヂホゅレゎ شΒバΑ ا キゲイヨャや ラゅسルإや リハ やケキゅタ ゅΑケヲタ اバف ヮレョ モバイΑ ギホ るΑゅغ モミ リョ. 

るΒヤムشャب اルاヲイャا:   (03 テقル) 
 

モョ れケاヲΒわاس ラاイャ るャヲقャا. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 : اレャــص
ユـــــヰヘャا :  (04 テقル) 

      ،ゅヰわΒハヱゲゼョヱ るャヱギャや  るトヤس メゅムشま パヲダΑ ラأヱ ،るャヱギャや ュヲヰヘョ リヨッヱ ،るسゅΒسャや メゅイョ モخやキ ゲデأわΑ ネヲッヲヨャや ラأ ポやケキま ウشゲわヨャや ヴヤハ リΒバわΑ
 るャヱギャや るホاハ リハ メءゅسわΒفゅヰわΒハゲش リΒルやヲボャや ヮレョ ギヨわسゎ ヵグャや サゅأسや リハヱ ،リΒルやヲボャゅよ. 

モΒـــヤحわャا   :(05 テقル) 
      ラأ ゲらわバゎ ヶわャや るェヱゲデأや ،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 るハゅデ

 ゲタゅレバャや メヱゅレわよ マャクヱ ،るャヱギャや るハゅデ リョ るャヱギャやるΒゎΓや: 
 るャヱギャや るハゅデ ا ゎسヲガャや ヴヤハ ギレわف فヴヤハ モよ ،テボ أるャヱギャや るΒヨワ فノヨわイヨャやヱ キゲヘャや りゅΒェ ヶ؛ -
 るャヱギャや りキやケま リハ ゲΒらバゎ ラヲルゅボャや؛ -
- るャヱギャや りキゅΒس リョ ヮゎヲホ ラヲルゅボャや ギヨわسΑر 

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

  ΑるΒゎΓや ゲタゅレバャや ءヲッ ヶف マャクヱ ،るッケゅバョ ヱأ るヨハギョ فホやヲョ ヴヤハ ゥゅわヘルاゅよ ،ゾレャや るェヱゲデش أホゅレΑ ラأ ウشゲわヨヤャ リムヨ: 
 やأヶわャや るェヱゲデ ا ゲわバゎف るャヱギャや キゅΒェ りゲムヘよ؛ -
 やإشゎヱ るャヱギャや るΒハヱゲゼョ ュギハ ヴャま りケゅسゅヰトヤ؛ -
 رレバヤャ ゅワケゅムわェや リハ りケキゅタ るャヱギャや るハゅデف -

 (حااヱ れاأقヲاヱ メاأョثるヤ اョヱ るハヲレわョ りギヨわバヨャائヤャ るヨسΒاゲらわバゎベ اレヨャاقشる جりギΒ إクا كاろル اإ)
 (ルقテ 03)    :اゲわャكـΒب

  ゅボャや リΒよ ラコやヲわャや ペΒボエゎ ヴヤハ リワやゲΑ ノヨわイヨヤャ ゅΒسゅΒس ゅヨΒヌレゎ ゅヰヘタヲよ るャヱギャや るヨΒホ コやゲよま 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 ラヲル
ラゅسルإや ベヲボェヱ. 

るΒヤムشャب اルاヲイャا:    (03 テقル) 
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