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 2020-2019╊╋┧┽ اベ┷╋╊ ┝‶ベﾆم ا╊┕را┞ベ‶ x  ぃدة ا╊┷╋‒مو‾ ぅベM〞 ا╊┿ｱة ا╊┕را┞ぇ〞 اゅ ا‶┃┏ベن
 

 

國 
 

 
 

ぺΙヱ : るヤゃシΕや るΒハヲッヲヨャや (≪√るィケキ ) 
メヱΕや メやぼシャや(ぺ):  ケゎカやるよゅィΗや   るョΚハ ノッヱよ ゅΑョヤハ るェΑェタャや (  )ヶプ  ゅョΑプ ゅヰャ メよゅボョャや ノよケョャやメΑ ヵ:  (∽  ×≒  =∽ ) 

≒- ンゲカぺ るΒルヲミ ュゅジィぺヱ ケゅヨホΕやヱ ょミやヲムャやヱ ュヲイレャや リョ ノヨイゎ : ソ≒∵ 

        チケΕや                   りゲイヨャや                 ザヨゼャや              ゲヨボャや 

 ≪-  ⊥れ ょミヲミヱ ギΑギエャや ヴヤハ ヵヲわエゎ ヮわよケヵラやゲヨホ ヮャヱ ゲヨェΕや ょミヲムャゅよ ヴヨシ: ソ≪∽ 

 オΑゲヨャや                       ヵゲわゼヨャや                 りゲワゴャや              サヲルやケヱぺ 

≫-  チケΕや ヴャま ゆゲホΕや ヵヲイャや フΚピャや れゅボらヅ リョ るボらヅユヌバョ ゅヰΒプ ゐギエゎヱ るΑヲイャや ゲワやヲヌャや :ソ≫∵ 

               ゲΒヘシヱゴΒヨャや               ゲΒヘシヲゎやゲわジャや         ゲΒヘシヲョゲΒんャや        ゲΒヘシヲよヱゲわャや

√-  ∩ るΒシゅシΕや ザヘレわャや るヤツハヶわャや  ⇔ ゅΑキやケま ポゲエわゎ:ソ∽∫ 

         るΒもやヲヰャや るらダボャや           ラゅわもゲャや                                 ブルΕや       ゴィゅエャや ゆゅイエャや

∽-  パゅョギャや モダゎ ゆゅダハΕや リョ るョゴェゆユジイャや ゲもゅシ ヶプ りゲゼわレヨャや ゆゅダハΕや :ソ∝∫ 

           ヶミヲゼャや モらエャや             パゅョギャや                        オヨャや             オΒガヨャや 
 

 メやぼシャや メヱΕや(ゆ): るョヤミ ラΑシヱボャや ラΑよ ゆゎミぺ( るェΑェタ )ポヱ るェΑェタャや りケゅよバヤャるョャ (ほヅカ )メ ケΑビ りケゅよバャ
メやヶゎほΑ ゅョョ メミ ヶプ ゅΑョヤハ るェΑェタ(:∽  ×≒  =∽ ) :

≒- るΑキヲヨハ ザヨゼャや メヲェ ょミやヲムャや れやケやギョ .   ソ≫≒                                                    (ほトカ      )

≪- ヵヲイャや フΚピャや れゅボらヅ るョΚシ ヴヤハ るΒらヤジャや ケゅをΓや リョ ギΑギバャや ヮャ ヶハゅレダャや ケヲトわャや. ソ∽≒  (るエΒエタ    )                                     

≫-  ¬ゅレエルΗや ヴヤハ りケギボャや ヶヨヌバャや モムΒヰャや ヶトバゎ モタゅヘヨャや   .ソ∝∽                                 (るエΒエタ    )

√- ラゅジルΕや ユジィ ヶプ ラコやヲわャや ヴヤハ りゲトΒジャやヱ るミゲエャや リハ メヱぽジョ モΒトわジヨャや ネゅガレャや. ソ∝∬  (   ほトカ       )

∽- や ユジィΗブゼわシΗや ヴヤハ ケキゅホ ラゅジルるΑヲΒェ れゅΒヤヨハ りギバよ れゅよゅタΙや リョ ¬や . ソ∫∵            (  るエΒエタ   )             

 

5 

りケやコヱ ろャやるΒよケ 
ソゅガャや ユΒヤバわヤャ るョゅバャや りケやキΗや 

 ュヲヤバヤャ ヶレヘャや ヮΒィヲわャや
 

 

 メゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒イヨャや : ュヲヤハ
 ベやケヱΕや キギハ ( :√  )

 リョゴャや :  るハゅシ
 

                       や るΑゅヰル ラゅエわョ るΒシやケギャや りゲわヘャやΕや ヴャヱ

ザョゅガャや ブダヤャ むやギわよΙやヵ 

 ヶシやケギャや ュゅバャや≪≡≒∬-≪≡≪≡ 

5 
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圍 
 

ゐャや メやぼシャや ヶルや(ぺ):ケゎカや ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ ラョ りケゅよバャや  るョもゅボャや(ゆ) ゅョ ュゅョぺ ゅヰョホケ ゆゎミやヱ  れやケゅよハ ラョ ゅヰよシゅルΑ
メや るョもゅホ(ぺ)(√×≒ =√) :
 

ュホケャや るョもゅボャや  ( ぺ )るョもゅボャや  ( ゆ )

 (≒      )ょミやヲミ リガシぺ Ιヱ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや   ケゅヨホぺ  ヮャ ギィヲゎソ≪√ 
         

  (≪     ) ヮャヱ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲミ キゲよぺ∫ ケゅヨホぺ ソ≪∽ 

≒ ⇒ りケワコャや 
≪- ラヱゎよル 
≫⇒ ヵケゎセョャや 

  (∽     )るヘヤわガヨャや ユジイャや ¬ゅエルぺ ヴャま ょヤボャや リョ ュギャや モボレΑ ヵヲョキ ¬ゅハヱ ソ∝≪ 
 

  (√    ) やギもゅハ ユジイャや ¬ゅエルぺ リョ ュギャや モボレΑ ヵヲョキ ¬ゅハヱ ょヤボャや ヴャま ソ∝≪ 

√-  キΑケヱャや
∽- やラゅΑケセャ 
∝-  れやケΑバセャや  

るΑヱョキャや 
 

 

(  ≡≓= ∼× ≫:) メやぼシャ  ヶルゅをャや(ゆ) : るΑャゅゎャや れやケゅよバャや ラョ りケゅよハ メミ ヴヤハ メやキャや ヶョヤバャや ウヤヅタョャや ゆゎミやا

≒. モもゅョ ヶヨワヱ テカ るΒッケΙや りゲムヤャ ヶよヲレイャやヱ ヶャゅヨゼャや リΒらトボャゅよ ゲヨΑ.  ソ≪∫     (ュチケΕや ケヲェ) 

≪. ヂガΑ モムゼャや ヶジΒミ ヶヤツハヲツハ るΒヨツワ れやケゅダバよ ヮトヤガΑヱ ュゅバトャや. ソ∽∝ (     りギバヨャや   ) 

≫. ゥヱゲイャや ¬ゅヘセ ヴヤハ ギハゅジゎ ヶわャや れゅルヲムヨャや ギェぺ.ソ∝≪                        (やるΑヲョギャや ウもゅヘダャ  )  

√. ゲカΓゅよ ゅヨヰワギェぺ リΒヨヌバャや ポゅムわェや ノレヨΑ ラゲョ リΒわョ アΒジル .  ソ∝∝              ( フヱゲツピャや   ) 

∽. メや ヴャま ゅヰヨΑギボゎ リムヨΑ ヶわャや れや¬やゲィΗやウダャや ゴミゲヨャや ヴャや ヮャヲタヱ モらホ ゐキゅエャや ラゅムョ ヶプ ゆゅダョヵ. ( るΒャヱΕや れゅプゅバシΗや)ソ∫∵ 

 

ゅΒルゅを: るヤゃシΕや るΒャゅボヨャや (≒∝ るィケキ  )

 ゐャゅをャや メやぼシャや(ぺ :) るΑャゅゎャや メヱやキィャや メゅョミみよ ラケゅホ :  (≪  ×≒  =≪  )
≒. 

 

≪ .
 

 るルケゅボヨャや ヮィヱ ペΒヰゼャや ゲΒプゴャや
リΒわもゲャや ユイェ ソ∽∬ .......ギΑゴΑ.... ..........モボΑ......... 

 
ヮィヱ るルケゅボヨャや  るボΒホギャや ¬ゅバョΕやナΒヤピャや ¬ゅバョΕや り

るヘΒドヲャや ソ∽∝ ....ユツヰャや るΒヤヨハ.....  ゲΒビ ュゅバトャや リョ ゾヤガわャやメやュヲツヰョ.. 
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圓 
 

チケΕや ケヲエョ モΒョ 
.....................رض

.........................

メや メやぼシャやゐャゅを(ゆ) :メョミぺ るΑャゅゎャや ュΑワゅヘョャや るヅΑケカ:   (≪  ×≒  =≪ ) 

ゐ ギエゎ やるイΒわル るバよケΕや メヲダヘャ ソ≪∬ 

 
                 

メヲダプ  るレジャや :

 

        
        ザヨゼャや るバセぺ ラヲムゎ                                         るバセぺ ラヲムゎ  ザヨゼャや

  

 

やメや メやぼシャ  ノよやケ(ぺ) : ⇔ ゅボΑホキ ⇔ ゅΑョヤハ ⇔ΚΑヤバゎ ヶゎほΑ ゅョャ メヤハ ( ゆよシャや ケミクや:)  (≪  ×≒  =≪ ) 
≒. ゲΒヘシヲゎやゲわジャや るボらヅ ヶプ れやゲもゅトャや ペヤエゎ ソ≫∵ 

 ...........るΑヲイャや ゲワやヲヌャや リョ ヲヤガΑヱ ヲイャや ケやゲボわシや ..........................
≪. チケΕや ウトシ ヴヤハ りゅΒエヤャ ベやヱ ネケギミ モヨバゎ ラヱコヱΕや るボらヅ ソ√≪ 

 ..........るバセΕや リョ チケΕや ヶヨエΑ りケゅツャや  ベヲプメやるΒイジヘレよ.............................. 
 

メやぼシャや メや ノよやケ(ゆ) :ウよタゎャ ヅカ ヮゎェゎゅョ ウェタ ュを ∩ るΑャゅゎャや れやケゅよバャや ぺケホぺ りケゅよバャや ゅΑョヤハ るェΑェタ :( ≪  ×≒  =≪  )

≒. ヵ ケシミャや るボヅルョ ヶプ ラヱミゎるΑルワキ れゅバョィゎ ヅヤィゎャゅよ ぺキよゎ ソ∫√ 
 .......................ヵヱョキ ノョィゎ ..................................................

≪. サゅよゎェΙや メハ りケワゅド ヵケやケェャや メをョゎゎ るΑョチゅヘカルゅよ りケやケェ るΑッケΕや りケミヤャ ヵヱィャや フΚピャや ソ∬≡ 
 ....................ネゅヘゎケゅよ ヵヱィャや フΚピャや りケやケェ .................................
 
やメや メやぼシャ ノよやケ(ァ):  るΑャゅゎャや るヤもシΕや ラハ ゆィぺ :  (≪  ×≒  =≪ ) 
( ラョ るャゅェよ ポ¬ゅホキタぺ キェぺ ゆゅタΑ キホ¬ゅョビΗや  ヱぺフΑコルャや ヱよゅヅ ¬ゅルをぺゥゅよタャや ケ )

 キキハ れやヱヅカャや ゅワクカゎゎ ヶゎャやΗ るャゅェ メミ ヶプ ポボΑキタ クゅボル:ソ∵∫- ソ∫≪ 
-¬ゅョビΗや :≒-....ケヅカャや ラハ ゆゅタョャや キバよや..... ≪-..Ι  ヮΑヤハ ヶョピョャや ヶヅバゎヵぺ ュヘャゅよ ¬ヶシ .
-フΑコルャや : ≒-...アャや ノプケ¬コ ゆヤボャや ンヱゎショ ベヱプ ゆゅタョャや...≪-..ゥケィャや ンヱゎショ ベヱプ ュゅミェみよ ヅよケや.. 

2 

ブΒダャや ノΒよゲャや ¬ゅわゼャや ..ブΑゲガャや 

るΑキヲヨハ
000 

るヤもゅョ 

2 

2 

2 
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團 
 

メや メやぼシャや サョゅカ(ぺ)  :サケキや ゆヱヤヅョ ヱワゅョ ラハ ゆィぺ ュを るΑャゅゎャや れゅョヱシケャや :  (≫  ×≪ =∝ )  
     ノャや コゅヰィャや メをョΑ メよゅボョャや メミセャやヶョド :ソ∝√               

                                                                      (≒) 

  ¬ゴイャや るヘΒドヱ(≒) .....パゅョギャや ヶヨエΑ..... 
                                                           (≪)  

 ユヰジャや (≪ )ヴャま ゲΒゼΑ ....ヵケギダャや ゾヘボャや......       (≫) 
  

  ユヰジャや(≫) ヴャま ゲΒゼΑ.....ヵゲボヘャや キヲヨバャや..........  
                                                                                                                                     

 

 

 

メや メやぼシャや サョゅカ(ゆ)  :ゅョ ラハ ゆィぺ ュを メよゅボョャや メミセャや サケキや ゆヱヤヅョ ヱワ  :ソ≫√ 
 

   るΒャゅわャや るヤゃシΕや リハ ょィぺ ユを ∩ モよゅボヨャや モムゼャや ナェΙ :
≒- ゅョ や∨ヵヲイャや フΚピヤャ ラゅΒシゅシΕや ラゅルヲムヨャ  

ぺ - リΒイジミΕや        ゆ-.......リΒィヱゲわΒル ..........
    ≪- フΚピャや ヶプ リΒイジミΕや コゅビ キヲィヱ るらジルヵヲイャや ∨

      ......≪≒% .............
    ≫-ヶプ リΒィヱゲわΒレャや コゅビ キヲィヱ るらジル  ∨ヵヲイャや フΚピャや

     ........∵∫% ......................
 
 
 

                                                     るヤゃシΕや ろヰわルや
3 
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