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りدゅヨャや :2 س モمゅعヨャや :3  りدゅヨャや :るــΒبゲعャや るغــヤャや  

 

 (ルقط 8) :مجャや メゅقやゲءり –أヱا 
 

Γや صレャや まゲホやるヤゃأسや リハ ょأج ユث ヶت ヮΒヤت ヶわャや:  
 

ゾレャや:  

 
ュキゅボャや ゲトガャや 

 
 ギΑやゴت ノョキやギハأ  ポاヰわسや ヶレバΑ ゅョ ヲワヱ ،れゅョギガャやヱ ノヤسャや ヴヤハ ょヤトャやヱ ゲشらャや キケやヲヨャや ユヌバョ

 ゐヱギェ ノホヲわΑ ،るΒバΒらトャやصボル トخ ゲΒغ キケやヲヨャや ヶف ゲΒ ،ゅワゲΑヱギت りキゅハま ヴャま モΒらا س ヶわャや りキギイわヨャや
 ヴヤハ ヶضやケأや メغاわسや ヵゲイΑヱ ،るホゅトャや キケやヲョ ゅصヲダف فخΒんミ ヲエル れاツヘャや リョ るゃΒらャや ءょハ キやキゴΒ

ょェゅダت ヶわャや  ァゅわルま れゅョギガャやゅワゲΒفヲتヱ .ネゅヘتケや ノョヱ  ょらسよ ラギヨャや ヴャま るΒヘΑゲャや ペデゅレヨャや リョ サゅレャや りゲイワ
るョコأや ャやヱ るΒレムسャや テغツ ヴヤハれやキやギョإや るΒエダャや れゅョギガャやヱ るΒئゅヨャや ギΑやゴわف  تゅΑケأや ラゅムس ょسル

 ラギヨャやヱ ヴャま メヲصヲャや ギΑゲت ヶわャやるエャゅダャや ロゅΒヨャや ケキゅダョ .ف マャグミ ゲョأや ラゅミ やクまヱ؟モヨバャや ゅヨ 
ラギヨャや ヴャま ラゅムسャや ペفギف تΒヘガわャ るΒヘΑゲャや るΒヨレわャや ヴャま ュゅヨわワاや ヮΒجヲت ヶغらレΑ  ،ロゅΒヨャや ケギワ ヵキゅヘتヱ

 ロゅΒョ ゲΑヱギت りキゅハま ヶغらレΑヱ ゅヨΒاسヱ るゃΒらャや りケやキإ りギΒشケ れやءやゲجま クゅガتやヱ ヵケゅイヨャやロゅΒヨャや るΒفヲイャや. 
 チケأや ウトس ラゅسルإや ゲΒغ ギボャヱよヶヤエヨャや ォゅレヨャや ヶف ゲأث マャグャ ،ヵゲャやヱ ゲΒヨバわャやヱ ゲΒエダわャゅ ゅョヱ ،

ヱ るΒハやケゴャや れゅイわレヨャや ヴヤハ ょヤトャや キゅΑキコや ラま  キケやヲヨャやأخشキヲホヲャや ゆゅ سぽΒثヴヤハ ゲ ! فヮΒ تأثロゲΒ أشد
ヨよ るΒئゅヨャやヱ るΒضケأやや ュやギガわسや りキゅΑコ ヴャま ヵキぽΑ ギホヱ ،ァヱゲヨャやヱ れゅよゅغャや ゅヰΒف ゅ れゅفΓや れやギΒらョヱ りギヨأس

ムشョ ユホゅヘتヱヵゲャや るヤ.  ゲΒغ リョ ァゅわルإや りキゅΑコ ヴャま るفキゅヰャや るΒハやケゴャや れゅسケゅヨヨャや ノΒイتش リΒバわΑ マャグャ
るゃΒらャや ケヲワギت ヶف ょらسわャや . れゅفΓや るエفゅムヨャ るヤョゅムわョ るヨヌルأ ゐやギエわسや マャク リョヱ ،るΑヲツハ りギヨأس ュやギガわسやヱ

ボتヱ りケギホ ユΑヲ ヲエル ヴヤハ ゅヰャغاわسやヱ れゅよゅغャや るΑゅヨエャ غΒص ノضヱヱ ،ヴわش れاゅヨバわسや ヴャま るらسレャゅよ チケأや
 るΒجヲャヲΒらャや チケأや るホゅデ ヶتاش ヶف ヱギらΑ ヵグャや ゲエダわャや るエفゅムョヱ ،ウΒエصるΒجゅわルإや ゅヰتケギホヱ.  

 リハ ユجゅレャや فゅヘイャや ラゅミ やクまヱモョやヲハ りギェ ゲエダわャや ギΑゴΑ るΒバΒらデ،  ヶف リヨムΑ ヶسゅأسや モョゅバャや ラみف
 ヅやゲفまわسや ヶف ラゅسルإやメغا  りءゅسまヱ ゅヰΒハケヱ ゅヰハケコ ヶف ヮΑキゅヨت ゲらハ るفゅイャや ヶضやケأやゅヰΑケ  ネاわホやヱ

ゅワケゅイأش.  
 

 ،ゲムΒムس チゅΒف"るゃΒらャや ヶف ヶルゅムسャや ヲヨレャや ゲأث"ゲムفャや مャゅع るヤمج リヨد  ،1عدد  .، ضヤ2009. 38مج .ソ :271 -272 (فゲダبت) 
 

るヤゃأسや: 
                                          レャや ヮΒャま ヶヨわレΑ ヵグャや メゅイヨャや キギェ  .       5.5 ラص. 1

ヵヲヰجャや حدヲヨャや ラゅامتحや 
ヵدやإعدや ヵヲルゅثャや كヤسャや りدゅヰش モΒレャ 

 ヲΒルヲΑ りケヱ2010د  
 

 るΒبゲغヨャや るムヤヨヨャや 
ヶャゅعャや مΒヤتعャやヱ るΒレطヲャや るΒبゲتャや りケやコヱ 

ヶヨヤعャや حثらャやヱ ゲأطや リΑヲムتヱ 
ヶسケدヨャや مΒヤتعャや عゅقط 

リΑヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑدゅأكや 
 جャや るヰعラヲΒ بヲجدャや ケヱسゅقャや るΒحやゲヨء

 



2  /2 
りدゅヨャや :2 س モمゅعヨャや :3  りدゅヨャや :るــΒبゲعャや るغــヤャや  

 
2 . ラやヲレバャや るホاハ キギェ(ュキゅボャや ゲトガャや )や りゲボヘャゅよصレャや リョ りゲΒ5.5.                   أخ ラ  
3 .ゥゲشや فキやゲヨャゅよ صレャや ベゅΒس ょسェ :れاツヘャや - るΒヘΑゲャや                          1 ラ  
レャや リョ                           .1 ラص や ロケやギョ ゅヰΒヤハ ヶわャや るΑケヲエヨャや りゲムヘャやسヤガわص. 4  
5 .ヮヤんヨΑ ヵグャや メゅイヨャや ヴヤハ るャやキ れやケゅらハヱ ゅظゅヘャص أレャや リョ ァゲガわسや               .1 ラ  
6 . るトガャや ウضヱヶف るェゲわボヨャや るゃΒらャや ヴヤハ るヌفゅエヨヤャ صレャや.                           1 ラ  
7. Βボャや コゲよأ るヨるΑゴミゲヨャや صレャや リョ ょسゅレΑ ゅヨよ ゅヰΒヤハ اギわسョ ょتゅムャや ゅヰレハ ノفやギΑ ヶわャや . 1 ラ  
8 . ゅヰΒص فガヤت りゲボف ょわミや ケゅムصأفレャや                                                  .2  ラ  

 
 ثゅΒルゅ – مجャや メゅدケس ヤャやغル 6( :ヵヲقط(

1 .モボルや ヱテらضや ュゅわャや モムشャゅよ صレャや ヶف テخ ゅヰわエت ヶわャや れゅヨヤムャや  .    1 ラ  
ラ 1            .   أسゆヲヤ تヱ ،ょイバأسや ゆヲヤسやュゅヰヘわسレャや リョ ァゲガわص . 2  
3 . リΒわヤヨج ょミケギΒヘョ リΒتヵヲわエت ヴャヱأや  ヴヤハリョ ネヲレヨョ ユسや リョ فゲダャや ネヲヨイャや ヴヰわレョ غΒص ،

ヱモバヘャや ラコヱヱ るΒヨヤバヤャ .                 1.5 ラتや ヴヤハ るΒルゅんャや ヵヲわエسゲダャや リョ ネヲレヨョ ユف   
". ャやヱتعや ゲΒ ヵゲャやヱ ゲΒヨإルسラゅ سطح やأチケ بャゅتダحャヱゲΒقد غ : "جゅء فレャや ヶص. 4  

ムャや.    1.5 ラاュ،ثゲミクや ユ فゅئや りギإضゅفる فゅツヨャや リΒハ やグワ ヶヮΒف ゅツヨャやヱف ヮΒャま ف  
5 .ゆゲハأ  ゅよやゲハまゅョ ゅョゅت  ァヱキゴョ テخ ヮわエت(ロゲΒأشد تأث )ヶف マΑギΑ リΒよ ヵグャや صレャや   .1 ラ  

 
 ثャゅثャや – ゅتعやヱ ゲΒらإゅゼルء )ル 6قط(   

りギェ ゲエダわャや ギΑゴΑ るΒバΒらデ فゅヘイャや ラゅミ やクモョやヲハ  モョゅバャや ラみف ゅレャやجキケヱ" : まヱ リハ ユ فレャや ヶص
 ヶف ラゅسルإや ヅやゲفま ヶف リヨムΑ ヶسゅأسやメغاわسや  ゅヰΒハケヱ ゅヰハケコ ヶف ヮΑキゅヨت ゲらハ るفゅイャや ヶضやケأや

 りءゅسまヱゅヰΑケ ゅワケゅイأش ネاわホやヱ." 

 
ログワ قشゅル مムحャやヱ قدレャや りケゅヰم メヲح ヮتヨヤتع ゅم ヴャإ やدレمست りゲムفャや.          

 
 
 
 
 
 

ヵヲヰجャや حدヲヨャや ラゅامتحや 
ヵدやإعدや ヵヲルゅثャや كヤسャや りدゅヰش モΒレャ 

 ヲΒルヲΑ りケヱ2010د  
 

 るΒبゲغヨャや るムヤヨヨャや 
ヶャゅعャや مΒヤتعャやヱ るΒレطヲャや るΒبゲتャや りケやコヱ 

ヶヨヤعャや حثらャやヱ ゲأطや リΑヲムتヱ 
ヶسケدヨャや مΒヤتعャや عゅقط 

リΑヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑدゅأكや 
 جャや るヰعラヲΒ بヲجدャや ケヱسゅقャや るΒحやゲヨء

 



1  /1 
ャやりدゅヨ :2 س モمゅعヨャや :3  りدゅヨャや :غヤャやــΒبゲعャや るــる  

 
 عや ゲタゅレإجゅبヱ るسヤم ャやتレقΒط

)ラ 8( りءやゲقャや メゅا – مجヱأ 
1 .ヶルゅムسャや メゅイヨャや        .5.5 ラ  
فキ ヲワ ュキゅボャや ゲトガャゅاや りゲボヘャや るャأخレャや リョ りゲΒص، んムΑف ゲヌわレΑ أゲわヨャや モダΑ ラشヴャま ウ أレャや ラやヲレハ ラص . 2

 ヵグャや ゲエダわャやヱ فゅヘイャやルإや ギバΑ ヶسゅأسや ロケギダョ ラゅءسヲسャ ャغاわسやヮ  チケأや れやヱゲثヮバجشヱ ヮわΒルゅルأ ょらسよ  .5.5 ラ  
3. れاツヘャや :ゅワゅレバョ ヶف ラゅミ ゅョ ヱأ れゅΑゅヘレャや .5.5    ラ-  るΒヘΑゲャや :ゅワゅレバョ ヶف ラゅミ ゅョ ヱأ るΑヱギらャや     .5.5 ラ  
4 .るΒャゅわャや りゲムヘャゅよ ヮわغゅΒص ヶف ウشゲわヨャや テΒエΑ ラأ ゲヌわレΑ :جやヲヨャ ヶヤヨハヱ ヶバホやヱ テトガョ ノضヱ りケヱゲض るヰ

 ょらسよ るΑゲشらャや キギヰわت ヶわャや るثケゅムャや ヶف ヅやゲإفやるΒバΒらトャや ゅヰتやヱゲثヱ チケأや メغاわسや...    1 ラ  
5 .れやケゅらハヱ ドゅヘャأよ ウشゲわヨャや ヶャギΑ ラأ ゲヌわレΑ  ヶルゅムسャや ヮャゅイョ ヴヤハ メギص تレャや リョ( ゲشらャや キやギハأ ギΑやゴطت  ょヤトャや

 れゅョギガャやヱ ノヤسャや ヴヤハط ポاヰわسや ...ط  サゅレャや りゲイワط  ラギヨャやط  るョコأや るΒレムسャや-) ...     1 ラ  
ゲョや るホゅデ りゅハ طやسメゅヨバわ أسるΑヲツハ りギヨ  ط... やヌるヤョゅムわョ るヨسメゅヨバわ أるェゲわボヨャや るトガャや :- ル فレャや ヶص. 6

 るΒجゅわルإや チケأやط  ヶتゅらレャや ゅヰئゅトغ ヴヤハ るヌفゅエヨャやヱ ヶضやケأや メغاわسや ギΒشゲطت ゲエダわャや るよケゅエョ   ...1 ラ  
7 .ょتゅムャや ゅヰレハ ノفやギΑ ヶわャや るΑゴミゲヨャや るヨΒボャや :や ヴヤハ るヌفゅエヨャやるゃΒらャ. 5.5  ゅヰΒヤハ メギわسΑ ラأ ウشゲわヨャや ヴヤハヱ ، ラ

レャや リョ  .                           5.5 ラص  
ュギハ. 2  ラ تレャや れやケゅらハ ケやゲムصやヱأسヴハやゲΑヱ ヱ ،ゆヲヤ فユΑヲボわャや ヶ ساや るョأفガヤΑ .ケゅムص ゲわヨャやشレャや ウص. 8  

 ثゅΒルゅ – مجャや メゅدケس ヤャやغル 6( :ヵヲقط(
1. モムشャや ヶف みトخ モミ リハ るトボル ノよケ ユダガΑ      .                          1 ラ  
2.  ュゅヰヘわسや ゆヲヤأس ウشゲわヨャや ァゲガわسΑ( ...؟モヨバャや ゅョ) 5.5 ラ ょイバت ゆヲヤأسヱ ،( ゅョأشد ロゲΒتأث ヮΒف   !) 5.5ラ.   
3.  リΒわヤヨج リΑヲムتギΒヘョゅヨワاヱأ ヶف ،リΒت ネヲヨイャや ヴヰわレョ غΒص リョ فゲダャや リョ ネヲレヨョ ユسや リョ ネヲレヨョ ンゲأخや ヶفヱ ،

モバヘャや ラコヱヱ るΒヨヤバヤャ فゲダャや  .                                             1.5 ラ  
Αゲバわャや   .5.5 ラف: فゅئや りギإضゅفや5.5  ラ- るأゅツヨャや : チケف ヮΒャま طラ  5.5سゅツヨャや : ウトف .4  
5.  ゆやゲハま...(ロゲΒ1  أشد تأث ラ.)  みトخ モミ リハ るトボル ノよケ ユダガΑ.  

 ثャゅثャや – ゅتعやヱ ゲΒらإゅゼルء )ル 6قط(   
ユΑヲボわャや ヶف ヴハやゲΑ:  

- トヨャゅよ ュやゴわャاやユムエャやヱ ギボレャや りケゅヰョ れゅΒレボف تΒظヲت ヴヤハ りケギボャやヱ ،ゆヲヤ   .4 ラ  
- ユΒホゲわャや れゅョاハ ュやゲわェやヱ ،るغヤャや るョ2.      سا ラ  

 
(ヴヰわルや)  

متحヲヨャや ラゅحد ャやجやヵヲヰا  
ヵدやإعدや ヵヲルゅثャや كヤسャや りدゅヰش モΒレャ 

 ヲΒルヲΑ りケヱ2010د  
 

 るΒبゲغヨャや るムヤヨヨャや 
ヶャゅعャや مΒヤتعャやヱ るΒレطヲャや るΒبゲتャや りケやコヱ 

ヶヨヤعャや حثらャやヱ ゲأطや リΑヲムتヱ 
ヶسケدヨャや مΒヤتعャや عゅقط 

リΑヲムتャやヱ るΒبゲتヤャ るΑヲヰجャや るΒヨΑدゅأكや 
 جャや るヰعラヲΒ بヲجدャや ケヱسゅقャや るΒحやゲヨء

 


