
 
 

 リــΑヲـムゎヱ  ヶـــــــــャゅバـャや ユـΒـヤバわャやヱ  るΒレデヲャや るΒよゲわャや りケやコヱ
ヶــــــヨــヤـバャや ゑــエらャやヱ  ゲـــــــــــデأや 

リΑヲムわャやヱ るΒよゲわヤャ るΑヲヰイャや るΒヨΑキゅミأや 
ンゲらムャや ءゅツΒらャや ケやギャや るヰイャ  

2010  ヲΒルヲΑ りケヱキ  ヵキやギハإや マヤسャや りキゅヰش モΒレャ ギェヲヨャや ヵヲヰイャや ラゅエわョاや 
1/3           るエヘダャや  りキゅヨャや:  チケأやヱ りゅΒエャや ュヲヤハ  

コゅイルاや りギョ :りギェやヱ るハゅس   モョゅバヨャや :1  

ネヲッヲヨャや 
 

 
 

 ラヲムヨャやメヱأや: فケゅバヨャや キやキゲわسや                                (8 テボル) 
 
 

1- や るΒャゅわャや れゅェやゲわホاや リΒよ リョ ウΒエダャや ギΒェヲャや ゆやヲイャや ポゲΑゲエゎ るホケヱ ヴヤハ モボル  :                                              (2 ラ) 

 ゅΑخا れゅΒヨバヤらャや  : 
 .わレゎج や れやキゅツョأجسュゅ -أ 

 ゆ- ءやゲヨエャや れゅΑゲムャや リョ るゃف モんヨゎ. 
 れ- ユΒをやゲイャや るヰجやヲヨャ るΑヲョギャや ベヱゲバャや ケキゅغゎ. 
 ゐ- ゅわルま ユわΑヶミヲゼャや ネゅガレャや ヶف ゅヰج  . 

 リハ جわレゎ るΒئやグغ るホゅف ケヲミヲΒشやヲムャや : 
 .ゾボル فリョ れゅレΒゎヱゲらャや ヶ أヶルやヲΒェ モタ - أ

ゆ - るΒホゅトャや るΑグأغや ヶف ゾボル. 

れ -  リΒョゅわΒヘャや ヶف ゾボルD. 
ゐ - ュヲΒسャゅムャや ゥاョأ ヶف ゾボル. 

 

2 –    ラま  ヅヱゲش ゲΒفヲゎ ょヤトわΑ ヶらダバャや コゅヰイヤャ メゅバヘャや モヨバャやるレΒバョ ،ゅョや اやسヘレわャや コゅヰイヤャ ゲشゅらヨャや メゅダゎ ヶ 
       ヶجケゅガャや テسヲャゅよف りキギバわョ れゅレヘバわよヱ れゅよゅヰわャゅよ るよゅタإャ るッゲハ ユسイャや りゴヰأج ゲんミأ ヮレョ モバイΒ. 

 .أテハ شヶらダバャや コゅヰイヤャ メゅバヘャや モヨバャや リヨツゎ ヶわャや ヅヱゲゼャや リΒよ リョ リΒデゲ -أ   
 ゆ-   ヶسヘレわャや コゅヰイャや るΑゅヨェヱ るルゅΒダャ ゅヨワクゅガゎや ヶغらレΑ リΒئやゲجや テハأ.                                                              (1ラ) 

 

3- ポゲΑゲエゎ るホケヱ ヴヤハ ヮヤボル ギバよ ヶャゅわャや メヱギイャや ユヨゎأ .                                                                                        (2 ラ) 
 

るトΒسよ るΑグشف أغやヲミ فゼムャや ئجゅわル ヶよゅイΑاや   ゴΒヨヨャや
 テΒسらャや ءやグغヤャ 

ゅــــゼــレャや   

 マΑゲわレャや ヂヨェ  

 
4 - るゃデゅガャや ウエタヱ るエΒエダャや れゅェやゲわホاや ، るΒャゅわャや れゅェやゲわホاや リΒよ リョ ،キギェ                                                 ゅヰレョ  (3 ラ) 

  جわレゎチやゲョأや  るΒバΒらトャや ヮわハゅレヨャ ゆゅダヨャや ゾガゼャや ラやギボف リハ るΑコゅヰわルاや. 

  るΒハゅレョ るよゅイわسや ヶヤエヨャや ヶよゅヰわャاや モバヘャや キケ モムゼΑデるΒバΒら. 

  ゾガش  リボェ ヶف モんヨわΑ ءやゲجま メゅダヨわاسやヂΑゲョ れやキゅツョ ヴヤハ ヵヲわエΑ モダヨよ  ュゅأجس  るΒハヲル ヱ りゴワゅج. 
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2010  ヲΒルヲΑ りケヱキ  ヵキやギハإや マヤسャや りキゅヰش モΒレャ ギェヲヨャや ヵヲヰイャや ラゅエわョاや 
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コゅイルاや りギョ :りギェやヱ るハゅس  ョゅバヨャや モ :1  

ネヲッヲヨャや 
 

 
 

ヶルゅんャや ラヲムヨャや : ヶルゅΒらャやヱ ヶよゅわムャや モタやヲわャやヱ ヶヨヤバャや メاギわاسや (12 るトボル) 
 

 
メヱأや リΑゲヨわャや:  (4 テボル) 

 
 メخا るャヱゅレわヨャや るΑグأغや るエائ ギΑギエわよ ユسホ グΒョاゎ ュゅホ ،るルコやヲわヨャや るΑグغわャや るΒヨワأ るسやケキ ケゅデま ヶف  24فゲデ リョ るハゅس

 ゅヨヰレョ ギェやヱ モミ غヤらΑ リΒヤヘデ11 ヱ れやヲレس   るヨΒボャや ゆゅسエよ グΒョاわャや اءぽワ ュゅホ ゅヨミ ،リΒわヘヤわガョ リΒわボトレョ ヶف ラゅゼΒバΑ
るャヱゅレわヨャや るΑグأغャ るΒョヲΒャや るΒホゅトャや リΒヤヘトャや リΑグワ فゲデ リョ  .ゅヰΒャま モタヲわヨャや ئجゅわレャや ヶャゅわャや メヱギイャや ュギボΑ. 

 
 

      B  モヘトャや   

 
 モヘトャやA 

 

 

 ،ゲツخ ،コケأ ،ゴらخ
 ،ヮミやヲف 

                           ペΒホギャや りギΒダハ         

 ، れゅΑヲヤェ ، ヮゎゅボわゼョヱ ょΒヤェ
، るハヲレわョ るΑゲデ ゲツس، خデゅトよ 
 るらヤバョ れゅΑヲゼル ،ュヲエャ ،ヮミやヲف 

  れゅΒレワキ ،ヂΒよ ، 
 

 メخا るャヱゅレわヨャや るΑグأغや24 るハゅس 

7676 9880 るャヱゅレわヨャや るΑグأغャ  るΒョヲΒャや るΒホゅトャや るヨΒボャや  
    ( ゆKj) 

 
 .  ゆ れやヲKj  8361   سャ11 レإشゅエャや ケギボゎ ،りケゅجヤらΑ モヘトャ るΒョヲΒャや るΒホゅトャや れゅΒغ 

 
1 –ゾヤガわسゎ やクゅョ  れゅΒトバヨャや ログワ るルケゅボョ リョ؟                                                                                         (2ラ) 
 
         ラأ チゲわヘルれゅΒレワキ モムش ヴヤハ ゅΑاガャや ヶف ラゴガΑ るャヱゅレわヨャや るΑグأغや ロゲفヲゎ ヵグャや るホゅトャや リョ ヂئゅヘャや    ラأ ヱ            

        ゅΑاガャや ヶف るルゴガヨャや れゅΒレワギャや リョ ヮわΒトغゎ ユわゎ  ユسイャや ヮجゅわエΑ ヵグャや ソゅダガャや  . 
 
 2- ،キギェ マよやヲا جヤバョ  ، モヘトャや ギレハ ゅΒョヲΑ るΒヨسイャや るヤわムャや ケヲトわわس ユムよA やクま ヶئやグغャや テヨレャや やグワ ヴヤハ ゲヨわسや ゅョ                          ؟

(2ラ) 

 
               ラأ ゲミグル ポاヰわسや  g1 ゆ ケギボゎ るホゅトャや リョ るΒヨミ リョ りキゅヘわاسや リョ ユسイャや リムヨΑ れゅΒレワギャや リョKj 38  
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コゅイルاや りギョ :りギェやヱ るハゅس   モョゅバヨャや :1  

ネヲッヲヨャや 
 

 
ヶルゅんャや リΑゲヨわャや(  :8 テボル) 

 
ゲわボル ،ヮΒャま ゆゲسわゎ ギホ ヶわャや れゅΑゲΒわムらャや ロゅイゎ ユسイャや モバف キケ ゲワゅヌョ ヂバよ コやゲよإゥ るΒャゅわャや れゅΒトバヨャや ケゅヨんわسや. 

キケ るバΒらデ فイャや モバسゼムヤャ  ログワ ギッ ユف ゎ ゅΑゲΒわムよコやゴムャや るΒダハ .リハسゲΒをゅゎ リハ  ヴヨ سわレΑ  チゲョコやゴムャや  ロコゲヘゎ リΒヨج -أ 
るよゅタإや،  ュギボル ゆケゅイゎ ئجゅわル ょルやケأや リョ れゅハヲヨイョ ゐاを ヴヤハ れゴイルأ : 

 
 るよゲイわャや るΑやギよ 

 
 ケヱゲョ ギバよ15  ゅョヲΑ  るヤイسヨャや ئجゅわレャや 

 るヨΒヤس ヴャヱأや るハヲヨイヨャや 
 

コやゴムャや リΒヨس リボェ ヴャヱأや るハヲヨイヨャや ょルやケأ ノΒヨج れヲョ 

 るΒルゅんャや るハヲヨイヨャや : ラゅفヱグャゅよ ろレボェ
ヵコやゴムャや 

 

コやゴムャや リΒヨس リボェ  るΒルゅんャや るハヲヨイヨャや ょルやケأ れヲョ ュギハ 

ヨャや るんャゅんャや るハヲヨイ : モダヨよ ろレボェ
 ラأ ゅヰャ ペらس  ょルやケأ リョ クヲأخョ
ヱグャゅよ ろレボェفヱ ヵコやゴムャや ラゅ فヘル ヶس 
 るハヲヨイヨャや ログワ ょルやケأ ろレボェ ろホヲャや

コやゴムャや リΒヨسよ るんャゅんャや 
 

 ゲآخ リボェ ヵأよ モタヲわゎ ユャ  るんャゅんャや るハヲヨイヨャや ょルやケأ れヲョ ュギハ 

 
(3ラ)                                                                                  .                                   فسゅわレャや ゲئج ゅヰΒヤハ モダエヨャやــ 1  

 

 わレ(                                                                     .1ラ)ج や  ネヲルاسギわヨャや るΒハゅレヨャや るよゅイわخるヤ فやるャゅエャや ログワ ヶسわــ  2
 

 ゆ-  るΒダハ ヴハギゎ ゅΑゲΒわムよ ょらسゎKoch  (BK  ) モسャや チゲョ ゲらわバΑ ヵグャやラやヲΒエャやヱ ラゅسルإや ょΒダΑ やゲΒトخ ゅッゲョ . リムヨΑ
 ヴハギΑ ゅΑゲΒわムらャや ログヰャ リــワヱ モムش ヴヤハ メヲダエャやBCG  モســャや ءやキ ギッ ウΒボヤわヤャ モヨバわسΑヱ. 

  ゆケゅイわャや リョ るヤسヤسャや ログワ ケأヘャや ギレハ ヵゲイル: 
 

ホケるよゲイわـャや ユ ظــــヱゲف わャやــイــよゲــレャや るــــわـــゅئـــــج  

 ケゅヘャや れヲョ 
 ケゅBK سリボェ ゆ ユΒヤ ف

 
1 

ョケゅヘャや れヲ 

 ユΒヤس ケゅف リボェ ( أ )ゆ ヮレボェ ペらس ケゅف リョ クヲأخョ モダヨよ BCG ユを
 ユΒヤسャや ケゅヘャや やグワ リボェ マャク ギバよ ( أ   ) ゆBK 

 
2 

 ケゅヘャや ءゅボよ (ゆ )ゅΒェ  
 ユΒヤس ケゅف リボェ ( ゆ ) ペらس  ケゅف メゅエデ リョ りクヲأخョ  れゅΑヱゅヘヨヤよ

ゆ ヮレボェ BCG ユΒヤسャや ケゅヘャや やグワ リボェ マャク ギバよ ユを ( ゆ   ) ゆBK 
 

3 

 
3 – ゅヰΒヤハ モダエヨャや ئجゅわレャや ゲفس  ゆケゅイわャや ヶ1ف  ヱ2 ヱ3(                                                                                      .3ラ)  

 

 わレ                                                  .                      (1ラ)ج や  ネヲルاسギわヨャや るΒハゅレヨャや るよゅイわخるヤ فや るャゅエャや ログワ ヶسわــ  4
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コゅイルاや りギョ :りギェやヱ るハゅس   モョゅバヨャや :1  

 

 ユヤس
テΒボレわャや 

 

 るよゅإجや ゲタゅレハ 

 

 ユホケ
メやぽسャや 

 
 ラヲムヨャやメヱأや: سやفケゅバヨャや キやキゲわ                                (8 テボル) 

 

2ラ   ユΒをやゲイャや るヰجやヲヨャ るΑヲョギャや ベヱゲバャや ケキゅغゎ(れ)  

 ヶルやヲΒェ モタأ リョ れゅレΒゎヱゲらャや ヶف ゾボル(أ)  
1 

1ラ شゅトハま  ヶらダバャや コゅヰイヤャ メゅバヘャや モヨバャや ラゅレヨツΑ リΒデゲء -أ   

ゆ- ءゅトハま  ヶسヘレわャや コゅヰイャや るΑゅヨェヱ るルゅΒダャ ゅヨワクゅガゎや ヶغらレΑ リΒئやゲجや  
2 

2ラ   ゅゼレャや +  ヵキヲΑ ءゅョ←   ヶイسヘレよ ベケコأ ラヲヤゎ  

 リΒゎヱゲよ +  マΑゲわレャや ヂヨェ←  ゲヘタأ ラヲヤゎ  
3 

3ラ   ゥやゲわホاや ウΒエダゎ ヶغらレΑメヱأや  
ラゅエΒエタ ゑャゅんャやヱ ヶルゅんャや ラゅェやゲわホاや 

4 

 
ヶルゅんャや ラヲムヨャや : ヶよゅわムャや モタやヲわャやヱ ヶヨヤバャや メاギわاسや ヶルゅΒらャやヱ(12 るトボル) 

 
 メヱأや リΑゲヨわャや                      :                            (4  テボル)  

 

2ラ  モヘトャや るΑグأغ A  コヱゅイわΑ ゅΒホゅデ やキやギョま ヮャ ゲفヲゎヱ ヶゎゅらルヱ ヶルやヲΒェ モタأ リョ ، るハヲレわョ
モヘトャや るΑグأغ ゅヨレΒよ ، るΒョヲΒャや ヮゎゅΒجゅェ  B  ゲفヲゎ اヱ テボف ヶゎゅらル モタأ リョヱ るハヲレわョ ゲΒغ

 ゅΒョヲΑ ヮجゅわエΑ ゅヨョ モホや ゅΒホゅデ やキやギョま اま ヮャ 

1 

2ラ   ゆ るヤわムャや りキゅΑコ41  モΒヤバわャや ノョ ゅΒョヲΑ ュやゲغ(るイΒわレャや ログワ ヴャや モタヲわャや ユゎ فΒミ ウΒッヲゎ)  2 
 ヶルゅんャや リΑゲヨわャや (                                                 :8 テボル)  

 

3ラ  ウΒエタ ゲΒسヘゎ(ウΒエタ モΒヤバゎ ) るハヲヨイョ モミ ギレハ るヤイسヨャや るイΒわレヤャ  1 

1ラ   るΒトヤخ るΒハゅレョ るよゅイわسや 2 

3ラ  ウΒエタ ゲΒسヘゎ(ウΒエタ モΒヤバゎ )ャ るよゲイゎ モミ ヶف ゅヰΒヤハ モダエヨャや るイΒわレヤ  3 

1ラ   るΑヲヤخ るΒハゅレョ るよゅイわسや 4 

 
 
 


