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 (4ラ:)أヱا      
 ヴャゅバゎ メゅق   " : ゅエわف ユヰよゅأثヱ ユヰΒヤハ るレΒムسャや メزルفأ ユヰよヲヤق ヶف ゅョ ユヤバف りゲイشャや ろエゎ マルヲバΑゅらΑ クإ リΒレョヲヨャや リハ هや ヶضケ ギボャ

 ゅヨΒムェ やزΑزハ هや ラゅミヱ ،ゅヰルヱグخゅΑ りゲΒんミ ユルゅغョヱ ゅらΑゲق "(ウわヘャや :18-19.) 
   1-ベゅΒسャや ょسェ ゥゲشや :ユルゅغョ. 
  . るバΒらャゅよ キヲダボヨャや キギェ فレャや ヶص- 2   
   3 - るバΒらャや マヤゎ ケゅヨث リョ リΒゎゲヨث ヶルآゲボャや صレャや リョ ァゲガわسや. 
   4-ヴャゅバゎ ヮャヲق ヴャإ ヶルآゲボャや صレャや るよゅわミ ノよゅゎ :(...やゲΒダルاヱ ゅΒャヱ). 
   ゅΒルゅث(:2ラ) 

 りゲΑゲワ ヶよأ リハ    ヶらレャや リハメゅق  " :ヴャゅバゎ هや メゅق :るョゅΒボャや ュヲΑ ユヰヨダخ ゅルأ るثاث : やゲェ ネゅよ モجケヱ ،ケギغ ユث ヶよ ヴطハأ モجケ
 ،ヮレヨث モミفأやゲΒأج ゲأجわسや モجケヱ ロゲأج ヮطバΑ ユャヱ ヮレョ ヴفヲわسゅف  "(りケゅإجや ヶف ヵケゅガらャや ロやヱケ). 

 .أゅレョ ゅルヲヨツョ テハسレヤャ ゅらص -1     
 .やسヮわエゎ ゅヨャ メギわ خレよ テص شゲボャや リョ ヶハゲآラ أΑギエャや ヱث -2     
   ゅんャゅث (:10ラ) 

"    ヶらレャや فゅصヱأ ヴヤハ فゲバわル ラأ ゅレよ ヵُ⌒ゲェヮヨجسヱ ロゲバشヱ ヮルヲヤミ ،ゲワゅヌャや ヮヤムشヱ る∂Β⌒ボ∇ヤ⌒ガャや ... ヶف るヤんヨわヨャや る∂Β⌒ボ⊥ヤ⊥ガャや ヮفゅصヱأヱ
ヮヨヤェヱ ヮヨヤハヱ ヮバضやヲゎ... ヮよ ヵギわボレャ れゅヘダャや リョ ゅワゲΒغヱ ヮヤئゅヨشヱ ヮャゅダخ ヶف ."... 

ヶヤΑ ゅヨハ ょأج ユص ثレャや モョأゎ   : 
   1- ヴヤハ فゲバわャや リョ فギヰャや صレャや リョ صヤガわسや ヶらレャや فゅصヱأ.  
   2- メヲسゲャや れゅヘص リョ るヘص モムャ ゅΒハゲش ゅダル ゲミクや るΒャゅわャや : 

 ヮわفゅヌル       ヮわゃΒワ メゅヨجヱ – ءゅΒエャや –شエヘわャやヱ شエヘャや ポゲゎ . 
   3- メヲسゲャや れゅヰΒجヲゎ リョ リΒヰΒجヲゎ ゲミクや モصやヲわャや ヶف ヮらΒャゅأس リョ リΒよヲヤأسヱ ،ヶエダャや メゅイヨャや ヶف  . 
      4- ょسゅレΑ ゅヨよ メヱギイャや إョや: 

ポヲヤسャや チヲفゲョ ュأ メヲらボョ モΒヤバわャや 
 .やاノョ ゲヰヌヨャゅよ やゲΒんミ ュゅヨわワ قャや ウらسポヲヤ -أ

ゆ- るضゲغョ れゅハゅإش ゲشレよ ヶヘエص ュゅΒق. 
ァ- ノΒヨイャや ゅヰよ ノヘわレΒャ ゲゃよ ゲヘェ. 
キ- ゆゲشャやヱ モミأや ヶف ヅやゲإفや. 

  

 るよヲأجや ヶف ポヲヤس モミ زョケ ヴヤハ ケゅダわاقや リムヨΑ    . 
     ゅバよやケ(:4ラ) 
    1-ュヲヰヘョ キギェ リΒΒャゅわャや リΒエヤطダヨャや : るΑケゅイャや るقギダャや - れやヲヨャや チケأや. 
   2-ヶヤΑ ゅョ ヴヤハ ょسゅレョ ヶハゲص شレよ メギわسや : るΑケゅイャや るقギダャや ヴヤハ ثエャや– れやヲヨャや チケأや ءゅΒェإ ヴヤハ ノΒイشわャや . 

 .ヱفや ユムボه
 

るحヘダャや 
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 ロゲأج ヮャ リΒらΑ ヴحت ゲΒأجや ケゅجゃستや リハ ヴヰル (ギヨأح ヮجゲأخ). 
-     ゲヨハ リよ هやギらハ リハヱメゅホ  :メゅホ  هや メヲسケ":ヮホゲハ جفΑ ラأ モらホ ロゲأج ゲΒأجや やヲطハأ "(ギヨأح ロやヱケ). 

ょسゅレョ صル モミ モらボΑヱ    .

  ゅんャゅث: 
     1- ヮよ ءやギتホاや ヲワ فギヰャや ヮヤئゅヨشヱ ヮャゅダخ ヶ1.................................................................................................    " فラ 
     2   .............................................................................................................................................................-3ラ 
    * ヮفتゅヌルヮتゃΒワ メゅヨجヱ :  
-   ヴャゅバت ヮャヲホ :(ゲヰفط マよゅΒثヱ) (ゲثギヨャや :4 
 .ヱغマャク ゲΒ...(ョسユヤ)" إや ラه جΑ モΒヨحャや ょجメゅヨ ":حΑギث -    
 :ャやحゅΒء*    

 ヵケギガャや ギΒバس ヶよأ メヲホ    ": ゅワケギخ ヶء فやケグバャや リョ ءゅΒح ギه أشや メヲسケ ラゅミ"...(ユヤسョ)ثΑギحヱ ،" : ノضよ ラゅヨΑإや 
ラゅヨΑإや リョ るらバء شゅΒحャやヱ ،るらバش ラヲバらسヱ "(ヵケゅガらャや)...ゅヨワゲΒغヱ. 

 :تヘャや ポゲحش ャやヱتヘحش *    
ゅヰレハ هや ヶضケ るئشゅハ メヲホ    " : リムΑ ユャ هや メヲسケゅحشヘتョاヱ ゅحشゅف  "...(ヵグョゲتャや) 

 ょسゅレョ صル モミ モらボΑヱ    . 
    3 ..............................................................................................................................................................-2ラ 
    *ヶヤΑ ゅョ ゲミク リムヨΑ ヶحダャや メゅجヨャや ヶف: 

るحヘダャや 
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-    リムسヨャやヱ ラギらャや るفゅヌルヱ るヨΒヤسャや るΑグأغや メヱゅレت... 
-    ヶحダャや ゲحجャや. 
-    るحダャゅよ ゲضΑ ゅョ モミ リョ ゲΑグتحャや... 
    *ヶヤΑ ゅョ ゲミク リムヨΑ モصやヲتャや ヶف: 

 メゅんョأや ゆゲص –    ضダボャや – りゲらバヨャや れゅミゲحャや – るΒحΒضヲتャや ュヲسゲャや – ュساャゅよ ゲΒغャや ءギよ – ユヰャヲボハ ケギホ ヴヤハ سゅレャや るらطゅガョ  –
 キゅらバャゅよ るヨحゲャや–ロゲダハ ポヲヤョ ヴャإ モئゅسケ るよゅتミ ... 

 .     モらボΑ ،ュヲヨバャや ヴヤハヱ أヵ تヲجヱ ヮΒأسゅレョ ゆヲヤسヨャやヱ ،リΒらطャや リョ ゆヲヤتグΒヨヤ تヲجヱ ラゅヰΒ أسラゅよヲヤ فボط 
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     4   ................................................................................................................................................................-4ラ 

                                                                                                                                          
ポヲヤسャや チヲفゲョ ュأ メヲらボョ モΒヤバتャや 

 -أ
ゆ- 
ァ- 
キ- 

チヲفゲョ 
チヲفゲョ 
 メヲらボョ 

チヲفゲョ 

 .Αتゅレفヘャや ノョ ヴطヱ りゲجヘレャや メゅヨس 
 ケゅらأخや ヶف ベギダャや ヵゲتحよ ュإساや ゲョأ. 

 るよヱギレヨャや るΑケゅجャや れゅホギダャや リョ. 
 ゆゲشャやヱ モミأや ヶف فやゲإسや リハ ュإساや ヴヰル. 

 
  ゅバよやケ  ..........................................................................................................................................................:4ラ 

                                                                                                  (ヶハゲص شル モムャ るطボル ヱ ،ュヲヰヘョ モムャ るطボル)  
   1-るΑケゅجャや るホギダャや: فホヲャや ヱس أらحャや ゅヰよ ギダボΑヱ ،ゅヰらحゅص れヲョ ギバよ ゲヨستョ ゅヰバヘル ヶتャや るホギダャや . 

-   れやヲヨャや チケأや :ネケコ ヱس أゲغよ ゲヨバت ユャ ヶتャや チケأや. 
   2-るΑケゅجャや るホギダャや ヴヤハ حثャや メヲح ヶハゲص شル: 

 -    りゲΑゲワ ヶよأ リハラه   أや メヲسケ":るثاث リョ إا ヮヤヨハ ノطボルや ラゅسルإや れゅョ やクإ : ギャヱ ヱأ ،ヮよ ノヘتレΑ ユヤハ ヱأ ،るΑケゅج るホギص リョ إا 
 ヮャ ヲハギΑ حャゅص "(ユヤسョ). 

れやヲヨャや チケأや ءゅΒإح ヴヤハ ノΒتشجャや メヲح ヶハゲص شル   : 
-    ギΑコ リよ ギΒバس リハ  ヶらレャや リハメゅホ " :ペح ユャゅظ ベゲバャ سΒャヱ ،ヮャ ヶヰف るتΒョ ゅضケأ ゅΒأح リョ "(ヵグョゲتャや ロやヱケ). 
(   ょسゅレョ ヶハゲص شル モミ モらボΑヱ). 
     

 
 

ゲΒガヤャ ペفヲヨャや هやヱ                                                                                                                                            . 
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