
りماد ュヲヤع りالحيا チاأرヱ 

 
I المعارف استرداد ط  (ط 8ボル ) 
ヱ ط ょわكや ヴヤハ るホケヱ ゲΑゲエわャや ュゅホケأ れゅェやゲわホاや ،るΒャゅわャや ょィأヱ ウΒエダよ ヱخطأ أ ュゅョأ モك ユホケ: 

ヱ. モんヨت るわヤムャや るΒئやグغャや るΒヨك るΑグأغや るャヱゅレわヨャや メخا るらィヱ るΒئやグغ. 

ヲ. アわレΑ チゲョ ベケギわـャや リハ ゾボル ヶف リΒョゅわΒヘャや D. 

ン. リムヨΑ ゲボヘャ ュギャや ラأ アわレΑ リハ コヲハ ヶف ギΑギエャや. 

ヴ. アわレت るよヲレャや るΒィケأや リハ コやゲفま リΒョゅわジΒヰャや リョ فゲط ゅΑاガャや るレΑギらャや るジジエヨُャや( .ン ラ ) 

ヲ ط أ ط ゲكクや ン ケゅأخط キギヰت コゅヰイャや ؛ヶらダバャや (ヱ,ヵ ラ ) 
      ゆ ط ゲكクや ン れゅョاハ ゴΒヨت るよゅイわシاや ؛るΒよゅヰわャاや (ヱ,ヵ ラ ) 

ン ط ゴΒヨわت モئゅダヘャや るΑヲョギャや ノよケأや A ヱ B ヱ AB ヱ O キヲィヲよ ゆゅΒغヱأ れやギャヲョ ギムヤャや كャグكヱ キヲィヲよ    
     ゆゅΒغヱأ リΑギムヤャや.キギェ れやギャヲョ ギムヤャや ヱ リΑギムヤャや ヶわャや ゴΒヨت リΒわヤΒダヘャや A ヱ AB ( .ヲ ラ ) 

 
II ط メاギわシاや ヶヨヤバャや モタやヲわャやヱ ヶよゅわムャや ヶルゅΒらャやヱ  (ヱヲ るطボル ) 

 ( ボルط ヴ)  اأヱل التمرين
 リョ ラやゲゃヘャや ヴャま ザヘル  فま リΒわハヲヨイョ リΒわΒわخضネゅ تヱゲらャや ユتャや ヂバらャ ،れゅレΒغやグئゼムヤャ リハ るヨΒボャや るΒف
るΑグغわャや ءゅレんわシゅよ ケギダョ Βتヱゲらャやギれや: 

- ヵヲわエت るΑグأغ るハヲヨイヨャや ヴャヱأや ヴヤハ  リΒレらイャや ヲワヱ リΒتヱゲよ ペわゼョ リョ ،ょΒヤエャや 

- ヵヲわエت るΑグأغ るハヲヨイヨャや るΒルゅんャや ヴヤハ リΒتヱゲよ リΒΑゴャや ヲワヱ リΒتヱゲよ ペわゼョ リョ りケグャや. 

ギバよ ヴ4 ゅョヲΑ ユت ヂΑヲバت リΒΑゴャや リΒレらイャゅよ ンギャ ラやゲゃف るハヲヨイヨャや ؛るΒルゅんャや リΒらΑヱ モムゼャや ヱ アئゅわル サゅΒホ ラコヱ 
ラやゲゃف モك るハヲヨイョ るャやギよ ،リョゴャや ゅョأ モムゼャや ヲ ヶطバΒف ヂバよ チゅヨェأや レΒョأやるΒ ヶわャや モخギت ヶف ょΒكゲت 

ΒレΒتヱゲらャやـリ    . 
 
 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

                   るبيゲالمغ るالمملك 
 コヱارり الـتـゲبـيـる الـヲطـنيـヱ るالتعليم     

   ゲالعالي ヱالらحث العلمي ヱتكヲين اأط 

 قطاع التعليم المدرسي           
 اأكاديميـる الجヲヰيる للتゲبيヱ るالتكヲين                       
 جるヰ مكـنـاس تافـيـالـت         

 
وحدり لنيل شهادり ااختらارات الم

 السلك اإعدادي
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    チاأحــمـا  るاأمــيـــنـــيــــ 
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メギت るョاハ  +ヴヤハ キヲィヱ ヂヨエャや ؛ヶレΒョأや 

メギت るョاハ ط ヴヤハ ュギハ キヲィヱ やヂヨエャ ؛ヶレΒョأや 

 

   メギバョ るヤわك 

  ラやゲゃヘャや 

 (g) 
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モムゼャや ヲ :ヂバよ れゅルヲムョ イャやリΒレら ヱ リΒΑゴャや モムゼャや ヱ :ケヲتط るヤわك ラやゲゃف リΒわハヲヨイヨャや         

リョゴャや (ュゅΑأゅよ ) 



 
りキゅヨャや  :ュヲヤハ りゅΒエャや チケأやヱ 

 

 
ヲ/ヲ 

 
モョゅバヨャや  :ヱ 

 
ヱ. فタ تطケヲ るヤわك ラやゲゃف るハヲヨイヨャや るΒルゅんャや るャやギよ リョゴャや . (ヱ ラ ) 

ヲ. ゲジّاف فわاخや ظェاヨャや ヶف ケヲتط るヤわك ラやゲゃف リΒわハヲヨイヨャや メخا ヴ4 ゅョヲΑ ヴャヱأや 
リョ るよゲイわャや.  (ヲ ラ ) 

ン. やクゅョ アわレわジت ソヲダガよ るヨΒボャや るΒئやグغャや リΒΑゴヤャ ؟  (ヱ ラ ) 

 ( ボルط 8)    الثاني التمرين

るシやケギャ ヂバよ ゲワゅヌョ るよゅイわシاや るΒハゅレヨャや るΒハヲレャや ゥゲわボル れゅΒطバヨャや るΒャゅわャや: 

アわレΑ チゲョ コやゴムャや リハ ゲΑゲエت リΒヨジャや ヵコやゴムャや ヶف ユジイャや リョ فゲط るΑゲΒわムよ ،コやゴムャや アわレΑヱ 
チゲョ ゅΑゲΒわفギャや リハ ゲΑゲエت リΒヨジャや ヵゲΒわفギャや リョ فゲط るΑゲΒわムよ ゅΑゲΒわفギャや .ヶطバΑ メヱギイャや 
ヶャゅわャや فヱゲظ アئゅわルヱ るヤジヤシ リョ ゆケゅイわャや れゴイルأ ヴヤハ るハヲヨイョ リョ ゃヘャやラやゲ るヨΒヤシ ゅヰャ ザヘル 

ゾئゅダガャや: 

 
ヱ. やクゅョ アわレわジت リョ リΒわよゲイわャや ヱ ヱ ヲ ؟  (ヱ,ヵ ラ ) 

ヲ. やギヨわバョ ヴヤハ تكゅョヲヤバョ ヴヤハヱ れゅΒطバョ メヱギイャや ゲジّف るイΒわル るよゲイわャや ン . (ン ラ ) 

ン. ゥゲشや ルるイΒわ るよゲイわャや 4 . (ヲ5, ラ ) 

ヴ. ゴイルأ るطゅخط コゲらت モジヤジت ゐやギェأや るΑキぽヨャや ヴャま ءゅضボャや ヴヤハ リΒヨジャや ヵコやゴムャや ゲثま 
ロコやゲفま ヶف ユジイャや リョ فゲط るΑゲΒわムよ コやゴムャや ヶف るャゅェ ゅヰよゲジت ヮΒャま اヨバわジョ طボف 

 :Γやتヱゲェ モヨイャや るΒف

 ط.  أΒゼレت れゅΑヱゅヘヨヤャや B ،ゅワゲثゅムتヱ 

 ゆ  .コやゲفま リΒヨジャや ヵコやゴムャや リョ فゲط ムらャや،れゅΑゲΒわ 

 ァ  .ゲΒョギت リΒヨジャや ،ヵコやゴムャや 

 キ  .るヨバヤよ リΒヨジャや ユΑギボتヱ ヂバよ ロゲタゅレハ リョ فゲط れゅΒヨバヤらャや ،りゲΒらムャや 

 ـワ  .コやゲفま れやキゅضョ ュゅジィأや リョ فゲط ،れゅΒョゴヤらャや  

 ヱ  .طΒゼレت れゅΑヱゅヘヨヤャや T4  (ヱأ Th )5  (ヱ ラ ) 

るف التجربヱالظر るيらل النتائج التجريダا المحヰيヤع 
ヱ リボェ ケفأ S1 リΒヨّジُャゅよ ヵコやゴムャや؛ れヲョ ケأヘャや チゲヨよ コやゴムャや 
ヲ リボェ ケفأ S2 リΒヨジャゅよ ヵゲΒわفギャや؛ れヲョ ケأヘャや チゲヨよ ゅΑゲΒわفギャや 
ン リボェ ケفأ S3  リΒヨジャゅよ ヵコやゴムャや ،リワヲヨャや ギバよヱ 

ヱヵ ゅョヲΑ リボェ リΒヨジャゅよ ヵコやゴムャや؛ 
 ヘャや ゅΒェأゅボよ ケء

       ヴ リボェ ケفأ S4  るΒヨムよ リョ モダョ ケأヘャや S3  
モヨバわジヨャや ヶف るよゲイわャや ン りゲشゅらョヱ ギバよ كャク 

リボェ リΒヨジャゅよ ؛ヵコやゴムャや 

 ヘャや ゅΒェأゅボよ ケء


