
 

＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠｣ｯｭＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮｷｷｷＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ Ｊ

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＷ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｌ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＷｩｳｬ｡ｭｩ｣＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯＷｩｳｬ｡ｭｩ｣Ｑ＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠畿 ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ

ｨｴｴｰｳＺＯＯｷｷｷＮｫｷ･､ｵｦｩｬ･ｳＮ｣ｯｭＯｧｲ｡､･Ｗ＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠Ｊ＠＠＠＠＠

｢ｯｴ｟ｫｷｬｩｮｫｳＯｭ･ＮｴＯＯＺｨｴｴｰｳ＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠Ｚ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠

＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠＠ ＠ ＠

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://www.kwedufiles.com
https://www.kwedufiles.com/7
https://www.kwedufiles.com/7
https://www.kwedufiles.com/7islamic
https://www.kwedufiles.com/7islamic
https://www.kwedufiles.com/7islamic1
https://www.kwedufiles.com/7islamic1
https://www.kwedufiles.com/grade7
https://www.kwedufiles.com/grade7
https://kwedufiles.com/pages/search?teacher_name=عبد المحسن محمد
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwlinks_bot
https://t.me/kwcourses
https://www.facebook.com/groups/kwcourses/
https://www.facebook.com/kwcourses
https://t.me/joinchat/EO3lbhZl1JVzOtkRmeJhPQ
https://t.me/kwfiles_bot
https://t.me/kwcourses
https://t.me/kwcourses
http://www.tcpdf.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

りケミクョ   ノよゅシャや フタャや るΑョΚシま 
 れゅΑゅヘミャや アヰルョ 

≪≡≒∬/≪≡≪≡   
 メヱΕや メタヘャや 

 

 ュゅワ: 
 ヶシケキョャや ゆゅゎミャや ラハ ヶルピゎ Ι りケミクョャや ロクワ 

 

キやキハや: 
 キョェョ ラシェョャやキよハ / ぺ 

 



 

≪ 

 أ / عبداحسن حمد

  メヱΙや メタヘャや ゐΑキゅェぺ ) ヴャヱΙや りキェヱャや (  (ノよゅシ≪≡≒∬/≪≡≪≡) 

≒- ラハ  ヶよぺ りケΑケワ ラシェャやヱ ラハ  ヶよルャや ラョ(メゅホ ヴゎぺ ヱぺ ゅルワゅミ  ⇔ ゅプや ｚケハ ヮホキタプ ゅョよ メヱボΑ キボプ 
ケヘミ ゅョよ メコルぺ ヴヤハ キョェョ   )ソ≪∽ 

 
≪- れャゅホ ヮルハ りキΑシャや るィΑキカ :    ポルま メタゎャ ュェケャや  メョェゎヱ メミャや ゆシミゎヱ ヵケボゎヱ ュヱキバョャや 

 フΑッャや ラΑバゎヱ ヴヤハ ゆもやヱル ペェャや . ) ソ≫∵  
 
≫- ラハ ケよゅィ  ラよ 聴キよハ   ラぺ メヱシケ  聴    メゅホ: (ラョ メゅホ ラΑェ ノョシΑ ¬やキルャや ュヰヤャや ゆケ 

ロクワ りヱハキャや るョゅゎャや りΚタャやヱ るョもゅボャや れへ  ⇔やキョェョ るヤΑシヱャや るヤΑッヘャやヱ ヮをバよぺヱ ゅ ⇔ョゅボョ や⇔キヱョェョ ヵクャや  
∩ヮゎキハヱ れヤェ ヮャ フセ  ヶゎハや  ュヱΑ るョゅΑボャや ソ )∽≡ 

 
 メヱボΑ メヱシケ 聴  ( »ュミゅΑま  ∠キシェャやヱ ラみプ  ∠キシェャや  ⊥メミほΑ ∩ ⌒れゅルシェャや ゅョミ メミほゎ  ⊥ケゅｚルャや    ) ゆヅェャや
ソ∵∫ 

                      ぺ メヱΙや メタヘャや ゐΑキゅェ  ) るΑルゅをャや りキェヱャや (  ( ノよゅシ≪≡≒∬/≪≡≪≡) 
 
 

≒- ラハ るセもゅハ  ∂ラぺ  メヱシケ 聴  メゅホ (れボヤカ るミもΚョャや ラョ ケヱル ペヤカヱ ラゅィャや ラョ ァケゅョ ケゅル ラョ 
ペヤカヱ ュキへ ゅョョ  フタヱ ュミャ . ソ )≒≡∫ 

 
≪- メゅホ メヱシケャや  (ラま 聴 Ι ケドルΑ ュミケヱタ ヴャま ュミャやヱョぺヱ ラミャヱ ケドルΑ ヴャま  ュミよヱヤホ ュミャゅョハぺヱ( 

ソ≒≪∝ 
 
≫- ラハ キよハ 聴 ラよ キヱバショ   メゅホ: ( ヶルョヤハ  メヱシケ    ラΑよ  ヮΑヘミ- キヰセゎャや ゅョミ  ヶルョヤバΑ 

りケヱシ ラョ ラへケボャや: れゅΑェゎャや ∩ぶ れやヱヤタャやヱ ∩れゅよΑヅャやヱ ュΚシャや ポΑヤハ ゅヰΑぺ ヶよルャや るョェケヱ  聴 
∩ヮゎゅミケよヱ ュΚシャや ゅルΑヤハ ヴヤハヱ キゅよハ 聴 ∩ラΑェャゅタャや キヰセぺ ラぺ Ι ヮャま Ιま  ∩聴 ヱ キヰセぺ ラぺ 

 ⇔やキョェョ ロキよハ ヮャヱシケヱ .ソ )≒√∵ 
 

  ⌒ラ∇Α ∠ヰ ∇ィ ∠ヱ∇ャや や∠ク ⌒ ｚ亂 ∠キ∇ル ⌒ハ ⌒る ∠ョゅ∠Α⌒ボ∇ャや ∠ュ ∇ヱ∠Α ⌒サゅｚルャや ⌒∂ケ∠セ ∇ラ ⌒ョ ⊥キ ⌒ィ∠ゎ" 聴 メヱシケ メゅホ :メゅホ りケΑケワ ヶよぺ ラハ
"∃ヮ ∇ィ ∠ヱ⌒よ ⌒¬ ∠Ι ⊥ぼ∠ワ ∠ヱ ∃ヮ ∇ィ ∠ヱ⌒よ ⌒¬ ∠Ι ⊥ぼ∠ワ ヶ⌒ゎ∇ほ∠Α ヵ ⌒クｚャや 

 
 

 

 



 

≫ 

 أ / عبداحسن حمد

 ぺ- フΑケバゎャや ゐΑェ ラョ りキゅヰセャや ュャゅハヱ ゆΑピャや ュャゅハ ラョ メミ ラΑよ ラケゅホ. 

 ゆΑピャや ュャゅハ : ヶシェャや ゅルミやケキま メゅィョ ラハ ヶヘカヱ ゆゅビ ケョぺ メミ 

 りキゅヰセャや ュャゅハ :るΑシェャや メもゅシヱャゅよ ヮゎキワゅセョ ヴャま メタヱゎル ラぺ ノΑヅゎシル ケョぺ メミ. 

サ - ピャゅよ ラゅョΑΗやウッヱ .ラゅシルΗや ヴヤハ ュΑドハ ケをぺ ヮャ ゆΑ ポャク. 

≒-      ヮΑヤハ 聴 るよホやケョよ ケヱバセャや   ≪- ケョぺ ゅョ クΑヘルゎよ 聴 ケョぺ ヴヤハ るョゅボゎシΙやヴヰル ゅョ ゆゅルゎィやヱ 

≫-ゅッケャやヱ サルΕやヱ るルΑルほョヅャ や 

 サ: ヶゎΓや メヱキィャや ヶプ れゅョヤミャや フルタ: 
るΑルヅゅよャや チやケョΕゅよ ゆΑピャや ュヤハ - ゐΑピャや メヱコル - ベやコケΕや ゆシミ - るハゅシャや ュゅΑホ -  ヮΑプ れヱョΑ ヵクャや れホヱャや

 ラゅシルΗや– ケヅョャや メヱコル ノホヱゎ - ヶよルャや るプケバョ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ – ュΑケョ るャゅヘミよ 

 

 

 

 

サ:ヶゎほΑ ゅョ メヤハ : 
 ぺ- .ペヤヅョャや ゆΑピャや ラヱョヤバΑ Ι ュやケミャや メシケャや 

 聴 Ιや ゆΑピャや ュヤバΑ Ι ヱ ゆクミャや 聴 ヴヤハ ンケゎプや キボプ ゆΑピャや ュヤハ ⌒ネｚキΑ ラョ 
ゆ- .ゅルシやヱェよ ¬ゅΑセΕや ノΑョィ ポやケキま ュキハ 
  ∩ゅワコヱゅィゎ ノΑヅゎシΑ Ι ⇔やキヱキェ ヮャ ｚキェヱ メボバャゅよ ラゅシルΗや  ソカ ヴャゅバゎ 聴 ラΕ 

サゆΑピャや ュヤハ ュゅシホΕ るΑルワク るヅΑケカ ュョタ : 

 

 

ヱタルャや ラョ ケゎカやゅョヰルョ メミャ メゅをョ るよゅゎミ ノョ  ゆΑピャや ュャゅハ ュゅシホぺ るΑゎΙや ソ 

ュ ソルャや ゆΑピャや ュャゅハ ュゅシホや メゅをョャや 
≒  ∇リ ⌒ョ ∠マ∇ヤ⌒ゎ ∠ろル∠ぺ ゅ ∠ヰ ⊥ヨ∠ヤ∇バ∠ゎ ∠ろレ⊥ミ ゅ ∠ョ 徽 ∠マ∇Β∠ャ⌒ま ゅ ∠ヰΒ ⌒ェヲ⊥ル ⌒ょ∇Β∠ピ∇ャや ⌒¬ゅ∠らル∠ぺ

や∠グ 音∠ワ ⌒モ∇ら∠ホ リ ⌒ョ ∠マ ⊥ョ ∇ヲ∠ホ ∠Ι ∠ヱ徽 リΒ⌒ボｚわ ⊥ヨ∇ヤ ⌒ャ ∠る∠ら⌒ホゅ∠バ∇ャや ｚラ⌒ま 徽 ∇ゲ⌒ら ∇タゅ∠プ  ) 
ヶよシル ゆΑビ  ュやヱホΙや ソタホ

ラΑボよゅシャや 
≪ ( ∠ゐ∇Α∠ピ∇ャや ⊥メ ⌒∂コ∠ル⊥Α ∠ヱ ⌒る∠ハゅｚシャや ⊥ュ∇ヤ ⌒ハ ⊥ロ∠キル ⌒ハ ∠ ｚ亂 ｚラ⌒ま ヶ⌒プ ゅ ∠ョ ⊥ュ∠ヤ∇バ∠Α ∠ヱ

 ヵ ⌒ケ ∇キ∠ゎ ゅ ∠ョ ∠ヱ 徽 や⇔キ∠ビ ⊥ゆ ⌒シ∇ミ∠ゎ や∠クゅ ｚョ ∀サ∇ヘ∠ル ヵ ⌒ケ ∇キ∠ゎ ゅ ∠ョ ∠ヱ 徽 ⌒ュゅ ∠ェ ∇ケ∠ ∇Εや
 ∀ケΑ⌒よ ∠カ ∀ュΑ⌒ヤ∠ハ ∠ ｚ亂 ｚラ⌒ま 起 ⊥れヱ ⊥ョ∠ゎ ∃チ ∇ケ∠ぺ ⌒ ∂ヵ∠ほ⌒よ ∀サ∇ヘ∠ル) 

ペヤヅョ ゆΑビ メヱコル  ゐΑピャや–  ュヤハ
 るハゅシャや- ゥヱケャや 

 

 ラョ ラΑルをや ゆゎミや  ゆΑピャや ¬ゅハキや ケヱタ 

メヱΕや: サケキャや るルΑルほョヅヱ ラョぺ ゆΑピャゅよ ヶルゅョΑや りキΑボバャや :メゅィョャや ヴャヱΙや りキェヱャや 

ペヤヅョ ゆΑビ  ゆΑビヶよシル 
ゐΑピャや メヱコル – ベやコケΕや ゆシミ 

 るハゅシャや ュゅΑホ  
ヵクャや れホヱャ  ラゅシルΗや ヮΑプ れヱョΑ 

 るΑルヅゅよャや チやケョΕゅよ ゆΑピャや ュヤハ –  
ヶよルャや るプケバョ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ – ュΑケョ るャゅヘミよ 

. 
ケヅョャや メヱコル ノホヱゎ 

 ゆΑピャや ュャゅハ   
 ゆΑビ

  ペヤヅョ 
 ヶよシル ゆΑビ 

 



 

√ 

 أ / عبداحسن حمد

ケェシャや              ≪- るルゅヰミャや                    ≫- フミャや り¬やケホ                √-  ュΑィルゎャや  ≒-  
ウタルゎ ∠ュ⌒よ 

: ュヰヤミゅセョ メェャ ラΑプやケバャやヱ るルヰミャや ヴャま ほィヤΑ ラョ -≒ 
 ラΑプやケバャやヱ  るルヰミヤャ  ゆゅワクャや  コヱィΑ Ι ヴャゅバゎ 聴 Ιま ゆΑピャや ュヤバΑ キェぺ Ι ラΕ  

≪-  ュヤハ ヶハキΑ ソカセ ( ヴヤハ キケゎ フΑミ) ゆΑピャや ュヤバΑ ヮルぺ 聴 ラョ れゅョやケミ  ロキルハ ラぺ  メヱボΑヱ ゆΑピャや 
 ゆΑピャや ラヱョヤバΑ Ι 聴 ヴャま ペヤカャや メップぺ ュワヱ ュやケミャや メシケャや ヴゎェ 聴 Ιま ゆΑピャや ュヤバΑ Ιヱ ゆクゅミ ヮルほよ ヮΑヤハ キケや 

≫-  ュヱΑャや ポドェ (ぺケボΑヱ れΚィョャやヱ フェタャ や ノャゅヅΑ ポャ メΑョコ ウタルゎ ゅョよ-  ゅヰよ キボゎバΑヱ ) るΑミヤヘャや ァやケよΙやヱ. 
) やキビ ゆシミゎ やクゅョ サヘル ヵケキゎ ゅョヱ ( ヴャゅバゎ メゅホ ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ メヱシケャや ヮルハ ヴヰル コヱィΑ Ι メバヘャや やクワ  

: ヶゎほΑ ゅョΑプ ゅヰよシゅルゎ ヶゎャや りケヱタャや ゅョぺ るΑゎΙや れゅョミャや ラョ るョヤミ メミ ノッ 
         (     フミャや り¬やケホ-   ケェシャや-     ァやケよΙや り¬やケホ- りクヱバセャや ) 

 

                                                                                                                              

                                                                                                       

                       

 

 

 

 

りクヱピセャや 

フミャや り¬やケホ 

 ケェシャや 

ァやケよΙや り¬やケホ 



 

∽ 

 أ / عبداحسن حمد

( るョΚハ ノッݲ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ)( るョΚハヱݶ:ヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ) 

 ぺ- .¬ゅΑルビΕやヱ ¬やケボヘヤャ ヴヅバゎ りゅミコャや (ݶ) 

 ゆ-  .りキゅよバャや メタぺ ラゅゎキゅヰセャや(ݲ) 

 ァ-  .るョヤショヱ ュヤショ メミ ヴヤハ ヮョゅΑタ ゆェゎショ ラゅッョケ ュヱタ(ݶ) 

  :ゅヰよシゅルΑ ゅョよ る∂ΑゎΓや メョィャや メョミぺ 

ぺ -  ヶプ りΚタャや ¬やキぺ ヴヤハ ソケェΑ ュヤショャやゅヰゎゅホヱぺ 

 ゆ-  メミ ヴヤハ ゆィやヱ るミもΚョャゅよ ラゅョΑΗや. るョヤショヱ ュヤショ 

 ァ- ヴャま サゅルャや りヱハキよ やヱぼゅィ ュやケミャや メシケャや ノΑョィ ラΑョャゅバャや ゆケ 聴 りキゅよハ 

 キ-  ヶプ ヮよケ ラゅシルΗや キよバΑ ラぺ ヱワ ラゅシェΗや ラヤバャやヱ ケシャや 
- Αケよィ ケやヱェ ラョ ゅヰゎキボゎシや ヶゎャや る∂Αヱよケゎャや サヱケキャや ゅョ メヱシケャや ノョ メ ∨ 

≒.    .ラゅシェΗや ラョ ヮィヱ メョミぺ ヴヤハ メョバャや ラゅボゎま 

≪.    .ヮゎシケやキョ ヱ ュヤバャや ゆヤヅ ヶプ ゆキΕや 

- :ヶゎほΑ ゅョョ りケゅよハ メミ ゆシゅルΑ ヵクャや ウヤヅタョャや ゆゎミや 

 ぺ-.: ラΑゎキゅヰセャや .聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺヱ 聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 

 ゆ–  ュゅΑタャや ケィヘャや ネヱヤヅ ラョ れやケヅヘョャや ノΑョィヱ ゆやケセャやヱ ュゅバヅャや ラハ ポゅショΗや .サョセャや ゆヱケビ ヴャま 

 ァ–  ヮャま Ι ヴルバョま : 聴 Ι ヶΑェョャや ベコやケャや ペャゅカャや ヮルぺヱ ヮミΑヤョヱ ¬ヶセ メミ ゆケ 聴 ラほよ ュコゅィャや キゅボゎハΙや
.ロキェヱ りキゅよバヤャ ペェゎショャや ヮルぺヱ れΑョョャやヱ 

:る∂ΑゎΓや メョィヤャ ウΑェタャや メョミョャや れェゎ ⇔ ゅヅカ ノッ 

≒.  アェャや チケプノΑヅゎショ ヒャゅよ メホゅハ ュヤショ メミ ヴヤハ  ケョバャや ヶプ ( りキェやヱ りケョ   -  ラΑゎケョ -  れやケョ ゐΚを  .)                                                                                                                                 

≪. :メョセΑ ラゅシェΗや  メゅバプΕや (-  メやヱホΕや- メやヱホΕやヱ メゅバプΕや) 

≫.  ゆゅヅカャや ラよ ケョハ ュヤシや   るルシ          (≪∵     ⇒ワ- ≪≫ ⇒ワ - ≫≡ )  ⇒ワ 

√. リΒヨヤジヨヤャ オΑケゅわャや ょわミ リョ メヱぺ ソゅバャや リよ ヱゲヨハ (  - ゴΑゴバャやギらハ リよ ゲヨハ -  ゆゅトガャや リよ ゲヨハ  ) 

∽. ゅヰョドハぺヱ ラΑキャや ゆゎやケョ ヴヤハぺ                   ュΚシΙや  (س ラゅジェΙや س )  ラゅヨΑΙや 
 

 

 

: サケキャや  ヶルゅをャや りゅΑェャや ヶプ ヶルΑキ ゆゎやケョ ペェぺ     :メゅィョャやゐΑキェャや ヴャヱΙや りキェヱャや 



 

∝ 

 أ / عبداحسن حمد

ゆシゅルョャや ゅヰルゅミョ ヶプ る∂ΑゎΓや れやケゅよバャや ラョ りケゅよハ メミ フルタぺ: 
 りΚタャや るョゅホまに  ラΑゎキゅヰセャやに  りゅミコャや ¬やキぺに  るミもΚョャゅよ ペΑキタゎャやに 

 ラゅッョケ ュヱタに  ヮゎΑセカヱ ヴャゅバゎ 聴 るよホやケョに ケカΓや ュヱΑャゅよ ラゅョΑΗや 
ュ   ュΚシΗや     ラゅヨΑΗや   ラゅジェΗや 
≒   りΚダャや るョゅホま -   りゅミゴャや ¬やキぺ に   るムもΚヨャゅよ ペΑギダわャや   ヮわΒゼカヱ ヴャゅバゎ 聴 るらホやゲョ 
≪  リΒゎキゅヰゼャや    -  ラゅツョケ ュヲタ  ゲカΓや ュヲΒャゅよ ラゅヨΑΗや   

 

: マゎゅΒェ ヶプ ュΚシΙや ペΒボエゎ ヴヤハ ポギハゅジゎ ヶわャや ゲョΙや リョ リΒレをや ょわミや 

≒. .キΑェヱゎャや るョヤミ ヅヱケセ ペΑボェゎャ りキΑボバャやヱ キΑェヱゎャや るシやケキ 

≪.  ュヤシヱ ヮΑヤハ 聴 ヴヤタ メヱシケャや るよェョ ペΑボェゎャ りケΑシャや ゆゎミ るシやケキ 

≫.  .れやキゅよバャや ュゅミェぺ るプケバョャ ヮボヘャや るシやケキ 

: マゎゅΒェ ヶプ  ラゅヨΑΙや ペΒボエゎ ヴヤハ ポギハゅジゎ ヶわャや ゲョΙや リョ リΒレをや ょわミや 

≒-              .るΑルャや ケゅッェゎシや≪- .聴 ヴヤハ メミヱゎャやヱ ケよタャやヱ ラΑボΑャや 

≫-       .ヮゎゅヘタヱ ぶ ¬ゅョシほよ ュヤバャや√-  .聴 ¬ゅッボよ ゅッケャやヱ ュΑヤシゎャや 

-  ュゅワヱΕやヱ ポセャや ラョ ゆヤボャや るΑボルゎ 

 ペΑボェゎ ヴヤハ ポキハゅシゎ ヶゎャや ケョΙや ラョ ラΑルをや ゆゎミやラゅシェΙや  : ポゎゅΑェ ヶプ 

≒. .るドェャ メミ ポよヤホ ヶプ ロケミク ケゅッェゎシやヱ ∩ゆェ ラハ 聴 りキゅよハ 

≪. .ヮゎョドハヱ 聴 るよホやケョ ケゅッェゎシや 

≫.  ⇔Κョハヱ ∩⇔やケよキゎヱ ∩⇔ ゅドヘェヱ ∩りヱΚゎ ラへケボャや ゆェ. 

 アわレわシぺブΑゲゼャや ゑΑギエャや ドゅヘャぺ リョ りキゅヘわジヨャや るΑヲよゲわャや サヱケギャや 

 

 

 

 

 

ナヘヤャや キゅヘわジヨャや サケギャや 
 ゆゅΑをャや チゅΑよ キΑキセ れやキゅよバャや ヶプ るタゅカヱ ゆゅΑをャや ラシェぺ サよャ. 

 ケヘシャや ケをぺ ヮΑヤハ ンケΑ Ι   ヮャ ヶバシャやヱ ュヤバャや ゆヤヅ ヶプ るヤェケャや. 
ヮΑゎよミケ ヴャま ヮΑゎよミケ キルシほプ   ヮΑクカプ ヴヤハ. ヮルョ ゆやケゎホΙやヱ ヮョヤバョ ヴャま ¬ゅピタΗや. 

 ュΚシΗや ラハ ヶルケよカぺ キョェョ ゅΑ  りケカΓやヱ ゅΑルキャや ヶプ ノプゅルャや ュヤバャや ラハ メやぼシャや ヴヤハ ゐェャや. 
メゅホ: » 聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセゎ ラぺ ュΚシΗや 
 

 ケやヱェャや ゅヰルョヱ ュΑヤバゎャや ヶプ るをΑキェャや ゆΑャゅシΕや ュやキカゎシや  メゅホ
れホキタ 



 

∵ 

 أ / عبداحسن حمد

サ キョェョ ゆΑよェヤャ るΑゎΓや れゅヘタャや ヴヤハ サケキャや ラョ るャやキャや フホやヱョャや ゆゎミや :   
 ぺ- るルゅョΕやヱ ベキタャや: 

 キヤΑヱカ れルよ るィΑキカ りキΑシャや るよ∂ビケ   ヮホΚカぺ ラハ りケシΑョ ゅヰョΚビ ラョ れバョシ ゅョキバよ ヮルョ ァやヱコャゅよ 
 ュゅセャや キΚよャ ゅヰャゅョよ ヮゎヤェケ ヶプ ヮゎルゅョぺヱ ヮホキタヱ 

 ゆ- りケキゅよョャやヱ ¬ゅプヱャや: 
キョェョ ゅルキΑシ ゥケゎホや  ∧ゆャゅヅ ヶよぺ キΙヱぺ ラョ ⇔やキャヱ ゅョヰルョ キェやヱ メミ クカほΑ ラぺ サゅよバャや ヮョハ ヴヤハ 

 ゅルキΑシ クカぺヱ ⇔やケヘバィ サゅよバャや クカほプ ∩メゅョャや メΑヤホ メゅΑバャや ケΑをミ ラゅミ ヮルΕ ポャクヱ  ∩⇔ ゅΑヤハ 
 キョェョ ゆΑよェャや ラョ ¬ゅプヱ ポャクヱ   ロキィ りゅプヱ キバよ ケΑピタ ヱワヱ ヮヤヘミ ヵクャや ゆャゅヅ ヶよぺ ヮョバャ 

: サ  :ヶゎほΑ ゅョ ウッヱ 
 ぺ-  ヶよルャや ゆキぺ ヮホゅプケ ノョ: 
≒- ュヰョキボゎΑ Κプ ヮョゅョぺ ュヰヤバィΑ ヮよゅェタぺ ノョ ヴセョ やクま                ≪-  ュΚシャゅよ ヮΑボ∠ャ ラョ ぺキよΑ 

ュヰシΑシゅェぺヱ サゅルャや ケハゅセョ ヶハやケΑ  ≫-  
サ≒  るョΚハ ノッヱよ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ラョ るェΑェタャや りケゅよバャや コΑョ(√ ).ゅヰョゅョぺ 
 ぺ-  メヘミ ヶよルャや ゆャゅヅ ヶよぺ ラよ ケヘバィ ヮョハ ラよや  .)   ( 
 ゆ-  聴 メヱシケ ヴヤハ メコル ( 起 ∠ポ∠シ∇ヘ∠ル ｚΙ⌒ま ⊥フｚヤ∠ミ⊥ゎ ∠Ι ⌒ ｚ亂 ⌒メΑ⌒よ ∠シ ヶ⌒プ ∇メ⌒ゎゅ∠ホ )ケキよ ュヱΑ  ) √( 
 ァ- )√( .ペヤカャや ラシェヱ ゆキΕや ラョ ヮゎヰィやヱョヱ めヅカョャや ァやケェま ュキハ 
 キ-  ヶよルャや ケョハ ラゅミ ゅ ⇔ョゅハ ラΑをΚを ¬ゅヘバッャや りケタゅルョ フヤェ キヰセ ゅョキルハ)   ( 
.ゆ- ラョ ラΑルをや ゆゎミや   ヶよルャや ケよタ ¬Κよャや ヴヤハ 

≒-  ユわΒャや ゲボヘャやヱ るィゅエャやヱ.                           ≪-   ギジエャや るゎゅヨゼャやヱ るャヱゅエョヱ モわボャや. 
≫- キゲトャや リョ リヅヲャや キゅバよΗやヱ  リハ  モワΕや.          √-   モわホ るよやゲボャや ゆゅエタΕやヱ. 
∽- ゆ ぁゴエゎ ュヲダガャや ょャゅムゎヱ ¬やギハΕや. 

サ≒ キΑ ゅョΚハヱ   ゅヰよェゅタ ヴャま るΑャゅゎャや フホやヱョャや ラョ フホヱョ メミ ゆシルやメ   : 
≒-  (ヱプ ヵクャや ポをバよ ∩ペェャゅよ ラもャ れケシ ゅルよ ヴャま  ⌒ポ ∇ケ⌒よ キゅ ∠ョ ⌒ピャや  ヶルバΑ るルΑキョ るセよェャや  ゅルキャゅィャ ポバョ ) 

 : ヶよゅェタャや  メヱボャや やクワ ゆェゅタキやキボョャや ラよ ヱケョハ          ヮゎハゅィセ :  ヴヤハ メキΑ 
≪- ヶプ( るミケバョ キェぺ れヘホヱ ノプやキゎ るハゅィセよ ラハ メヱシケ  聴 ヴゎェ メΑホ ゅヰルま れよΑタぺ キェほよ ケセハ  ⇔ ゅェケィ) 

 メヱボャや やクワ ゆェゅタ フホヱョャや  :ュぺ りケゅョハ          ヴヤハ メキΑ    : ゅヰゎハゅィセヱ ゅヰゎャゅシよ  
≫- ( ∇キホ  ∠ウよタぺ  ∠ポ⊥ヰィヱ  ｚゆェぺ  ⌒ロヱィヱャや ∩ ｚヶャま ヱ ∠ウよタぺ  ∠ポ⊥ルΑキ  ｚゆェぺ   ⌒ラΑ∂キ ャま)ヶ 
 

 メヱボャや やクワ ゆェゅタ フホヱョャや  : ⊥るョゅョを  ⊥ラよ  ∃メゅをへ                     ヴヤハ メキΑ  :  ケヘミャや キバよ ュΚシΘャ ヮよェ 

√- コケよ ( ュヱΑ ケキよ キゅホヱ るミケバョャや ∩ヮシヘルよ チゅカヱ ケゅョビ れヱョャや ). 

 メヱボャや やクワ ゆェゅタ フホヱョャや   : メヱシケャや   :  ヴヤハ メキΑ ヮゎハゅィセ  

 
 

 

: サケキャや ゐャゅをャや  ゅルャヱシケ れゅヘタ  ゅワキバよヱ るをバよャや メよホ    :メゅィョャやりケΑシャや  ヴャヱΙや りキェヱャや 



 

∫ 

 أ / عبداحسن حمد

サ≒ :    ヶゎほΑ ゅョΑプ ゆシゅルョャや ゅヰルゅミョ ヶプ るΑャゅゎャや れゅョヤミャや ラョ るョヤミ メミ ノッ 
 

      (       ゲイエャや  キヲシΕや-     リΑゲゼバャや- ¬ゅヘバツャや-   リΒョΙや ベキゅダャや ) 

≒- ギヰセ  ヶプ るムョ  ⇔ ゅヘヤェ  りゲタゅレヨャ¬ゅヘバツャや 

≪- - ラゅミヱ キホ ヒヤよ  リΑゲゼバャや ラョ ロケョハ メヱッヘャや フヤェ ヶプ ポケゅセ ゅョキルハ 

≫- ブヤわカや ¬ゅヨハコ るムョ  ギレハ りキゅハま ¬ゅレよ ラヲムΑ リヨΒプ るらバムャや ヮャ フゲセ ノッヱ ゲイエャや  キヲシΕや 
 
√- フゲ⊥ハ ゅルギΒシ ギヨエョ   ヶプ ヮよゅらセ リΒよ ヮョヲホ   リΒョΙや ベキゅダャゅよ 
 

 : ヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ)× (るョΚハヱ  るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョや ) √( るョΚハ ノッ: 
 ぺ- ヶよルャや メヘミ   ゆャゅヅ ヶよぺ ラよ ケヘバィ ヮョハ ラよや .                              (×    ) 

   .ゆ 聴 メヱシケ ヴヤハ メコル   ャゅバゎ ヮャヱホ ⌒メΑ⌒よ∠シ ヶ⌒プ ∇メ⌒ゎゅ∠ボ∠プ « :ヴ ｚΙ⌒ま ⊥フｚヤ∠ミ⊥ゎ ∠Ι ⌒ ｚ亂 ケキよ 椀ヱΑ" ∠ポ∠シ∇ヘ∠ル    ( √  )  

 ァ-        .ペヤカャや ラシェヱ ゆキΕや ラョ ヮゎヰィやヱョヱ めヅカョャや ァやケェま ュキハ    ( √  ) 

 キ-  ヶよルャや ケョハ ラゅミ   .ゅ ⇔ョゅハ ラΑをΚを ¬ゅヘバッャや りケタゅルョ フヤェ キヰセ ゅョキルハ(×   ) 

 ヶよルャや ゅヰよ ゥキ ⊥ョ ヶゎャや るルシェャや れゅヘタャや ラョ ⇔ゅバよケぺ ゆゎミや るボよゅシャや メやヱホΕや ヶプ 
≒-                  ュェケャや るヤタ       ≪-  フΑッャや ュやケミや 
≫-             ゐΑキェャや ベキタ         √-    りケセバャや ラシェ 

ラΑルをや ゆゎミや  れゅヘタ ラョャやメヱシケ   るをバよャや メよホ ヮゎゅΑェ ラョ 

 ぺ- るルゅョΕやヱ ベギダャや                      ゆس フゲダわャや リジェヱ るヨムエャや  

 ァ-  りケキゅらヨャや ¬ゅプヲャやヱ             キ-   ¬ゅヘバツャや りゲタゅレョヱ メギバャや ょェ  

ヶゎほΑ ゅョャ メヤハ   : 

≒-  ケョぺ  メヱシケャや ケィェャや ノッヱプ ゆヱをよ  キヱシΙや ヮヅシヱ ヶプ 

キヱシΙや ケィェャや ノッヱ フケセ ヶプ やヱミケゎセΑヱ ゆケバャや メもゅよホ ラΑよ ネやコルャやヱ ベゅボセャや ネコルΑ ヶミャ 

≪- ら∂ビケろ りギΒジャや るイΑギカ ろレよ ギヤΑヲカ   ァやヱゴャゅよ  メヱシケャや ラョ 

ろバヨシ ゅョギレハ  リョ ゅヰョΚビ りゲジΒョ リハ ヮホΚカぺ ヮホギタヱ ヮわルゅョぺヱ ヶプ ヮわヤェケ ゅヰャゅヨよ キΚらャ ュゅゼャや 
 
 
 

 



 

∬ 

 أ / عبداحسن حمد

サ :ヮゎェゎ ヅカ ノッヱΑ ウΑェタャや メョミョャや ケゎカや 
 ぺ- :キルハ キケΑ Ι ¬ゅハキャや                   ラやクΕや ネゅョシ [-   るョゅホΗや ネゅョシ-  るョゅホΗやヱ ラやクΕや ラΑよ] 

 ゆ-  :ラクぼョャや ヅヱケセ ラョ                          コΑΑョゎャや[-   ュゅΑボャや– ] るャやキバャや 
 ァ- :ラクぼョャや れゅよェゎショ ラョ             ゆΑゎケゎャや [-  りΙやヱョャや-  ⇔やケゅシΑヱ ⇔ ゅルΑョΑ サぺケャや ポΑケェゎ ] 
キ-                 :  ケプゅショヤャ ラやクΓや ュミェ≡ ( るルシ –     ゆェゎショ- )  るΑゅヘミ チケプ 

サ :るΑゎΓや キワやヱセャや ラョ キゅヘゎショャや ヶミヱヤシャや ケヰドョャや ゆゎミぺ : 
 
ュ  キワゅセャや ヶミヱヤシャや ケヰドョャや キワゅセャや
≒ ヵケキカャや キΑバシ ヶよぺ ラハ  :メゅホ 聴 メヱシケ ラぺ   ¬やキルャや ュ⊥ゎバ ⌒ョ∠シ やクま«

ラクぼョャや ⊥メヱボΑ ゅョ メをョ やヱャヱボプ 
 ラクぼョャや  メヱボΑ ゅョ メをョ メヱホぺ 

 
≪   聴キよハ ラよ ケよゅィ ラハ  :メゅホ 聴 メヱシケ ラぺ  ゆケ ュヰヤャや ¬やキルャや ノョシΑ ラΑェ メゅホ ラョ«

  ゅ ⇔ョゅボョ ヮをバよぺヱ  るヤΑッヘャやヱ るヤΑシヱャや ⇔やキョェョ ⌒れへ るョもゅボャや りΚタャやヱ るョゅゎャや りヱハキャや ロクワ
 ヮャ れヤェ ∩ヮゎキハヱ ヵクャや や⇔キヱョェョ るョゅΑボャや ュヱΑ ヶゎハゅヘセ 

 ネゅョシ キルハ ¬ゅハキャや キキケぺ
 ラやクΙや 

≫ ポャゅョ ラよ サルぺ ラハ   : 聴 メヱシケ メゅホ :メゅホ 
るョゅホΗやヱ ラやクΕや ラΑよ ¬ゅハキャや キケΑ Ι« 

 ラやクΙや ラΑよ 聴 ヱハキや
るョゅホΙやヱ 

 
サ:ヶゎほΑ ゅョ メΚカ ラョ るョゅホΗやヱ ラやクΕや ラΑよ コ∂Αョ : 
 

るョゅホΗや ラやクΕや コΑΑョゎャや ヮィヱぺ 

 るョゅホみよ ュΚハΗや るタゅカ ドゅヘャほよ ゅヰよ ¬キよャやヱ りΚタャや  るタヱタカョ  ドゅヘャほよ りΚタャや れホヱ メヱカキよ  ュΚハΗや フΑケバゎャや 

 ∂る⊥ルシ ラΑケプゅショヤャ る∂ル⊥シヱ ラΑョΑボョャや ヴヤハ るΑゅヘミ チケプ ュミェャや 

ケよミや 聴 ケよミや 聴 
聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 

聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ 
りΚタャや ヴヤハ ヶェ 
ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ 
りΚタャや れョゅホ キホ 

 キホりΚタャや れョゅホ 
聴 Ιま ヮャま Ι ∩ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 ...ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 
...聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 

聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 
...聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ 

聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ 
りΚタャや ヴヤハ ヶェ ...りΚタャや ヴヤハ ヶェ 

 ヴヤハ ヶェ ...ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェゥΚヘャや 
聴 Ιま ヮャま Ι ...ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

るピΑタャや 

     

 

 

 

 
 

: サケキャや  ノよやケャや るョゅホΗやヱ ラやクΕや ヶルΑキ ケもゅバセ ラョ  :メゅィョャやヮボヘャや  ヴャヱΙや りキェヱャや 



 

≒≡ 

 أ / عبداحسن حمد

  るΑャゅゎャや れゅョヤミャや ヶルゅバョ ゆゎミや   

 メミャ やケタゎカョ ゅヘΑケバゎ ゆゎミや   :  ヶゎほΑ ゅョョ 

≒-   : ラやクΙや  るタヱタカョ  ドゅヘャほよ りΚタャや れホヱ メヱカキよ  ュΚハΗや  
 

≪-  : るョゅホΙや るタゅカ ドゅヘャほよ ゅヰよ ¬キよャやヱ りΚタャや るョゅホみよ ュΚハΗや  
ラョ ラΑルをや ゆゎミや  .ラクぼョャや ヶプ ゅワケプやヱゎ ゆィやヱャや ヅヱケセャや 

≒ .ュΚシΗや   ≪ -  .メボバャや  ≫ -   .コΑΑョゎャや  √   -  .りケヱミクャや 
ラΑルをや ゆゎミや  ∨ラやクΕや ヶプ ゅワケプやヱゎ ゆィやヱャや ヅヱケセャや 

≒-  .るΑルャや 
≪ - .りΚタャや れホヱ メヱカキ 
≫ -  .るΑよケバャや るピヤャや キハやヱボャ ∀るボよゅヅョ 
√ -  .⇔ ゅΑャやヱゎョヱ ⇔ゅよゎケョ ラヱミΑ ラぺ 
∽ -  .れヱタャや ノプケ 
サ キキハ キキェ :: ラやクΕや ヶプ れゅョヤミャや ヒΑタ れやケョ 

 -                     ケよミや 聴           (   ∝  れやケョ ) 
-       聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ            ( ≪  ラゅゎケョ ) 
-  聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ              (≪ ラゅゎケョ ) 
-          りΚタャや ヴヤハ ヶェ            (≪  ラゅゎケョ ) 
-            ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ            (≪ラゅゎケョ ) 

) りキェやヱ りケョ(                          聴 Ιま ヮャま Ι 

  = ラやクΙや れゅョヤミ キキハ∝+≪+≪+≪+≪+≒ =≒∽ るョヤミ 

 

 

                  るョヤミャや ゅワゅルバョ 
ヤバΑェャやヴ  ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ   りΚタャや ヴヤハ ヶェ 

ゅヰハゅョシ キルハ メゅボΑ やクゅョ ぶゅよ Ιま りヱホ Ιヱ メヱェ Ι 

ゆΑヱをゎャや ュヱルャや ラョ ケΑカ りΚタャや 

:メゅボΑ ヴゎョ  ヶプキバよ ケィヘャや りΚタ ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ  



 

≒≒ 

 أ / عبداحسن حمد

サ: フルタ ヅヱケセャや るΑゎΓや ゆシェ ゆヱヤヅョャや: 
   (パヱヤよャや - メボバャや - りケヱバャや ケゎシ -  るヤよボャや メゅよボゎシや–  ュΚシΗや– るΑルャや ) 

 

 

 

 

フΚゎカΙやヱ ベゅヘゎΙや ヮィヱぺ ゐΑェ ラョ ヅケセャやヱ ラミケャや ラΑよ ラケゅホラケゅボョャや ラョ るィΑゎルャや ソヤカゎシや ュを ∩ 

  
 

 

 

 るョΚハ ノッ ݲ るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ (×   )  ヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや ュゅョぺ: 

≒. ¬ヶセャや るΑワゅョ ラハ ァケゅカ ヅケセャや                                    ( ݲ    )  
≪. りΚタャや ゆヱィヱ ヅヱケセ ラョ れホヱャや メヱカキ                              (× )                            
≫.  ラゅミケぺ キキハりケセバャや りΚタャや                                          (×    ) 
√. ユムェ りΚダャや チゲプ リΒハ モΒャギよ ゆゅわムャや るレジャやヱ ネゅヨィΗやヱ.   (ݲ )       
∽.                             りケヱバャや ケゎシ  りΚタャや ゆヱィヱ ヅヱケセ ラョ(×    )   

 :サ  キィヱぺΙヱヤェ  ラョ メミャ: 
- りΚタャや ヶプ るルΑルほョヅャや ポケゎΑ ポヤΑョコ. 

ヰよ ラゅΑゎΙや ラョ キよ Ιヱ りΚタャや ラゅミケぺ ラョ ラミケ るルΑルほョヅャやゅ りΚタャや れヤヅよ Ιやヱ 
- -  ケカほゎΑ ポヱカぺ ゅ ⇔ョもやキりΚタャや ¬やキぺ ラハ. 

.  メヱシケャや メヱボよ ロケミクや  りΚタャや 聴 ヴヤビ メゅョハΙや ゆェや ヴヤハゅヰゎホヱ ) 
サ :ヮゎェゎ ヅカ ノッヱΑ ウΑェタャや メョミョャや ケゎカや 
≒- ゅョ ラゅミ  ⇔や¬ゴィ リョ ∩¬ヶゼャや ゅョヱ Ι キヲィヱ やグヰャ ¬ヶゼャや  Ιま ヮよ.   ヅケセャや (–  るルシャや– ラミケャや ) 
≪- (                                      りΚタャや るェタ ヅヱケセ ラョュΚシΗや -    りケヱバャや ケゎシ  -   ) メボバャや 
≫-     るΑルャや (                                       りΚタャや ゆヱィヱ ヅヱケセ ラョ-    パヱヤよャや–   ) りケゅヰヅャや 
√-          りΚタャや ラゅミケぺ ラョ                                  (るェゎゅヘャや り¬やケホ –  りケゅヰヅャや– ) ヅシヱΕや キヰセゎャや     
 

: サケキャや サョゅカャや   ヶゎΚタ ゅヰルゅミケぺヱ ゅヰヅヱケセ ゅヰョミェ  :メゅィョャやヮボヘャや  ヴャヱΙや りキェヱャや 
 

 ゆヲィヱ ヅヱゲセ  るエタ ヅヱゲセ 
 ュΚシΗや るΑルャや 
メボバャや るヤよボャや メゅよボゎシや 
 パヱヤよャや  -りケヱバャや ケゎシ 

   るルケゅボョャや      ベゅヘゎΙや ヮィヱぺ    フΚカャや ヮィヱぺ 
  ヅケセャや   ヮよ Ιや ¬ヶセャや ュゎΑ Ι    ¬ヶセャや キヱィヱ ヮΑヤハ フホヱゎΑ 

ラミケャや  ヮよ Ιや ¬ヶセャや やクヰャ キヱィヱ Ι    ヮシヘル ¬ヶセャや ラョ ¬コィ 

るィΑゎルャや  ゅョワキェや ラヱキよ ヱや ゅョヰルキヱよ りΚタャや ウタゎ Ι 



 

≒≪ 

 أ / عبداحسن حمد

 
ラョ ラΑルをや ゆゎミや  りΚタャや ラゅミケぺ . 

  ≒-             チケヘャや ヶプ ュゅΑボャや≪-                      ュやケェΗや りケΑよミゎ≫-   るェゎゅヘャや り¬やケホ 

√-                        ネヱミケャや∽ -     ラョ ノプケャや          ネヱミケャや∝-  ⇔ ゅョもゅホ ネヱミケャや ラョ メやキゎハΙや 
∵-           キヱィシャや ラョ メやキゎハΙや ヱ キヱィシャや   ∫ -    ラΑゎキィシャや ラΑよ サヱヤィャや  ∬-るルΑルほョヅャや 

≒≡-   ヮΑプ サヱヤィャやヱ ケΑカΕや キヰセゎャや り¬やケホ≒≒ -             ラゅミケΕや ゆΑゎケゎ≒≪-    ュΑヤシゎャや . 
   サやャや ウヤヅタョャや ゆゎミヶハケセ  ゅョΑプ ヴルバョャや ヴヤハ メやキャやヶゎΓや :-: 

≒- : りΚタャや りキゅらハ  ⊥れやク メやヲホぺ ∩メゅバプぺヱ  るエわわヘョ ゲΒらムわャゅよ  るヨわわガョヱ ユΒヤジわャゅよ.    

≪-  : ヅケセャや  ヲワ ゅョ ブホヲわΑ ヮΒヤハ キヲィヱ ∩¬ヶゼャや ゅョヱ Ι ユわΑ Ιま  ヮよ. 

≫-  リミゲャや :     ヲワ ゅョ ラゅミ  ⇔や¬ゴィ リョ ∩¬ヶゼャや ゅョヱ Ι  キヲィヱ やグヰャ ¬ヶゼャや Ιま ヮよ 

√- レΒルほヨトャやる  : ギバよ ラヲムシ ヱぺ ∩りΚダャや ラゅミケぺ ノΒヨィ ヶプ ゅョ ⇔ ゅレョコ ¬ゅツハΕや ケやゲボわシやャやミゲエる  

    - : ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ ゅヰルョ メミ ラやヱルハ れェゎ るΑャゅゎャや りΚタャや メゅョハぺ フルタ 

 るルΑルほョヅャや (–  パヱヤよャや–  りケヱバャや ケゎシ–  ネヱミケャや ラョ ノプケャや–  メボバャや-   りケゅヰヅャや–  ュΚシΙや–  ) キヱィシャや  るヤよボャや メゅよボゎシや 

りΚタャや ラゅミケぺ りΚタャや ゆヱィヱ ヅヱケセ りΚタャや るェタ ヅヱケセ 

るルΑルほョヅャ や  メボバャや りケヱバャや ケゎシ 

  キヱィシャや  パヱヤよャや  るヤよボャや メゅよボゎシや 

ネヱミケャや ラョ ノプケャや  ュΚシΙや  りケゅヰヅャや 

-  ヶゎほΑ ゅョΑプ ュミェャや ラΑよ  コヱィΑ Ι  ヱぺ  コヱィΑ ( るョヤミ ノッヱよ–  るヤヅゅよ– )  るェΑェタ ノョク ゆよシャや ケミ : 

≒-  ヴヤタ るヤよボャや ヴャま ヮィゎョ ケΑビ ケタバャや キョェぺ 
コヱィΑ Ι : ュミェャや                りΚタャや るェタ ヅヱケセ ラョ るヤよボャや メゅよボゎシや ラΕ  : ゆよシャや 

≪-  . ケヰドャや りΚタ ュゅョΙや フヤカ ラヱルィョ   ヴヤタ 
 ヅヱケセ ラョ : ゆよシャや           コヱィΑ Ι : ュミェャや ヱ メボバャや りΚタャや ゆヱィ 

≫-  ゆ Κヅャや キェや ヴヤタ.ロキヱィシ Ιヱ ヮハヱミケ ュゎΑ Ι ヱワヱ るシケキョャや キィショ 
 りΚタャや ラゅミケぺ ラョ るルΑルほョヅャや ヱ  るルΑルほョヅャや ポケゎ ヮルΕ : ゆよシャや              るヤヅゅよ : りΚタャや 

√- ィシャや ラΑよ サヤィヱ ゆΚヅャや キェぺ ヴヤタキ ラΑゎ 
 りΚタャや ラゅミケぺ ラョ ラΑゎキィシャや ラΑよ サヱヤィャや ラΕ :ゆよシャや                るェΑェタ りΚタャや : ュェャや 

         



 

≒≫ 

 أ / عبداحسن حمد

 

サ: ラやクΕや ヶプ れゅョヤミャや ヒΑタ れやケョ キキハ キキェ : 

-                     ケよミや 聴            (∝  れやケョ ) 
-       聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ             ( ≪  ラゅゎケョ ) 
-  聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ                (≪ ラゅゎケョ ) 

-          りΚタャや ヴヤハ ヶェ                (≪  ラゅゎケョ ) 
-            ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ                (≪ラゅゎケョ ) 

                         聴 Ιま ヮャま Ι       ) りキェやヱ りケョ( 

  = ラやクΙや れゅョヤミ キキハ∝+≪+≪+≪+≪+≒ =≒∽ ヤミるョ 
サ≪ ヶよルャや ゆヤヅ ゆよシ ラΑよ  . りケョ ラョ ケをミぺ りΚタヤャ ネヱィケャゅよ ヴヤタプ キィショャや メカキ ヵクャや メィケャや ラョ 

  りΚタャや ヶプ るルΑルほョヅ ラヱキよ ヴヤタ ヱ ラゅミケΙや ュゎΑ ュャ ヮルΕ 
 りΚタ れヤヅよ ヮミケゎ  ラョ りΚタャや ラゅミケぺ ラョヱ ラミケ るルΑルほョヅャやヱ 

 サ≫ ヶよルャや メヱホ ヶプ るルΑルほョヅャや ヴルバョ ケゅタゎカゅよ ゥケセや :  : (  ヴｚゎ ∠ェ ∇ノ∠プ ∇ケや ｚュ⊥を ∩⇔ ゅバ ⌒ミや ∠ケ ｚラ⌒も ∠ョ ∇ヅ∠ゎ ヴｚゎ ∠ェ ∇ノ∠ミ ∇ケや ｚュ⊥を
 ∩⇔やキ ⌒ィゅ∠シ ｚラ⌒も ∠ョ ∇ヅ∠ゎ ヴｚゎ ∠ェ ∇キ ⊥ィ∇シ⊥や ｚュ⊥を ∩⇔ゅョ⌒もゅ∠ホ ∠メ ⌒キ∠ゎ∇バ∠ゎ  )ゅ ∠ヰ⌒∂ヤ⊥ミ ∠ポ⌒ゎΚ∠タ ヶ⌒プ ∠ポ⌒ャ∠ク ∇メ∠バ∇プや ∠ヱ .⇔ゅシ⌒ャゅ ∠ィ  ｚラ⌒も ∠ョ ∇ヅ∠ゎ ヴｚゎ ∠ェ ∇ノ∠プ ∇ケや ｚュ⊥を 

 :るルΑルほョヅャや ヶプ ゅョ ⇔ ゅルョコ ¬ゅッハΕや ケやケボゎシや.るミケェ キバよ ラヱミシ ヱぺ ∩ りΚタャや ラゅミケぺ ノΑョィ 
サ  ( ウタ るョΚハ ノッ :ݲ:るΑゎΓや れやケゅよバヤャ るよシゅルョャや るよゅィΗや ヴヤハ ) 
 ぺ-  りΚタャや ヅヱケセ ラョ: 
 *ゅ ⇔ョもゅホ るヤよボャや メよボゎシや.   (ݲ )  .キヱィシャやヱ ネヱミケャや ヶプ メやキゎハΙや * .るハゅョィ りΚタャや * 
 ゆ-  : ヮゎΚタ ヶプ ュヤショャや ヮΑキぼΑ ラミケ メヱぺ 

 * キヱィシャやヱ ネヱミケャや ラョ メやキゎハΙや * ュやケェΗや りケΑよミゎ メヱホ (ݲ )      ケよミや 聴 .るェゎゅヘャや り¬やケホ * 
 ァ- : りΚタャや ラゅミケぺ ラョ 

 * ヮΑよミルョ ヱクェ ヮΑキΑ ノプケ * るェゎゅヘャや り¬やケホ (ݲ )りケΑカΕや るシヤィャや ヶプ ポケヱゎャや *. 
 : ゅヰルョ るをΚを ゆゎミや るバよシ ヴヤハ キヱィシャや るルシャや ヵキワ ラョ :サ  

 
 フルΕや ヱ るヰよィャや .-  ラΑヘミャや-  ラΑゎよミケャや–  ラΑョキボャや 

 

 

: サケキャや サキゅシャや   るヤョゅミ ヶゎΚタ ヵキぼぺ ヶよルャゅよ ¬やキゎホや     :メゅィョャやヮボヘャや ヴャヱΙや りキェヱャや 



 

≒√ 

 أ / عبداحسن حمد

 

サ∵りΚタャや ヶプ ゅヰバッヱョ ラゅΑよ ノョ るΑゎΓや ケヱタャや ヶプ るシヤィャや ネヱル ラΑよ :  : 

                                                                          
 るシヤィ : スやケゎプΙや                                                       ポケヱゎャや : るシヤィ 

 るバミケャや ヶプ ラヱミゎヱ:りΚタ ヵΕ ヅシヱΙや キヰセゎャや                 るバミケャや ヶプ ラヱミゎヱ: りケΑカΙや るバミケャや 
サ ラョ メミ るΑゎΙや ケヱタャや メΚカ ラョ ラΑよ : : 

 ぺ- : りΚタャや ゆヱィヱ ヅヱケセ ラョ 
  

                                                     
                         メボバャや                                           ュΚシΙや 

 ゆ-  : りΚタャや るェタ ヅヱケセ ラョ 
 

                                                  
             ケゅヰヅャや                        り    るヤよボャや メゅよボゎシや                   ゆゅΑをャや りケゅヰヅ 

              
 りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) √ ( るョΚハ ノッ るェΑェタ ケΑピャや ヶヤΑ ゅョΑプ : 

≒- ヮΑよミルョ ヴャま ケΑよミゎャや キルハ ヮΑキΑ ノプケΑ ラぺ ヶ⌒∂ヤタ⊥ョ∇ヤ⌒ャ ぁラ∠シ⊥Α  ゅョヰバプケΑ ヱぺ∩ヮΑルクぺ りやクゅェョよ         ( √ ) 

≪- ラミケ れシΑャ ヶワヱ  るェゎゅヘャや り¬やケホ ラヱキよ りΚタャや ウタゎ   ヶプ りΚタャや                        ) × (  

≫-   ラヱミΑ ポケヱゎャやるΑルゅをャや るバミケャや るΑゅヰル ヶプ  サヱヤィャや キルハメヱΕや キヰセゎヤャ             ) × (  

√-  ヶプ サヤィぺ ヶルみプ  ケヰドャゅミ ∩れゅバミケ ノよケぺ ラョ りΚタャや れルゅミ やクま ⇔ ゅミケヱゎョ ケΑカΕや キヰセゎャや   ( √  



 

≒∽ 

 أ / عبداحسن حمد

 

 サ ヶヤΑ ゅョΑプ  るェΑェタ ケΑピャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) √ ( るョΚハ ノッ 
 ぺ-  .るヅよピヤャ るプキやケョ るョヤミ キシェャや                                ) × (  

 ゆ-  .るルΑピッャや ラやキャヱΑ ゅョヰルΕ キシェャやヱ キボェャや ラハ ュΚシΗや ヴヰル) √ (  

 ァ-  .ロキシェヱ ロキボェ ケゅル めヘヅΑ キシゅェャや ヴャま ラゅシェΗや           ) √ (  

 キ- るΑョヱΑャや ケゅミクΕや Ι  . ュヤショャや ラ ⌒∂タェ⊥ゎ                        ×(  )  

サ やャや ウヤヅタョャや ゆゎミヶハケセ  ゅョΑプヶゎΓや ヴルバョャや ヴヤハ メやキャや :- 
≒.  :キシェャや    ∩キシゅェャや ヴャま キヱシェョャや るョバル メやヱコ ヶルョゎ ヱワ  
≪. :キボェャや    ュヰルョ ュゅボゎルΙや ラョ ラミョゎΑ ュャ やクま サゅルヤャ ケセャや ケゅョッま ヱワ 
≫. るヅよピャや ケΑピャゅよ ケケッ ベゅェャや ラヱキ ロキルハ ヵクャや メをョ ケΑカャや ラョ ヮャ ラヱミΑ ラぺ ラゅシルΙや ヴルョゎΑ ラぺ : 

サ -  :るΑョΑゎ ラよや メヱボΑ 
» キシィャや ケもゅシ ゥΚタャ ノプやキ ゆヤボャや ゥΚタま ラま« 

  .りケゅよバャや ロクワ ゥケセや 
ウャゅタ ヮよヤホ ラぺ ュヤハゅプ ヮャゅョハぺ ヶプ ゅェャゅタ Κィケ れΑぺケ やクみプ 

 ペヤカヱ ゆヱヤボャや チやケョぺ ラョ ケΑヅカ チケョ キシェャやヱ キボェャや ラやヱ∩ロヱケミョ 
-  ゅョヰルョ メミャ メゅをョ ケミク ノョ ュミェャや ゐΑェ ラョ るヅよピャやヱ キシェャや  ラΑよ ラケゅホ ∨ 

 るルケゅボョャや ヮィヱ  るヅよピャや キシェャや 

: ヮョミェ 
 ュヱョクョ (-  ) メヱよボョ  

メヱよボョ ュヱョクョ 

メゅをョ  メ⇒⇒をョ ラヱミΑ ラぺ ヴルョゎΑ ラぺ メをョ  ラ⇒⇒ョ る⇒⇒ョワ
 ノ⇒⇒ョ やケゅ⇒⇒ヰルヱ ΚΑャ ュΑケミャや ラへケボャや ぺケボΑ  ラョ

  るョバルャや  ポヤゎ ¬ゅボよ 

  ゅ⇒⇒⇒⇒Αルビ  ラヱ⇒⇒⇒⇒ミΑ ラぺ ヴ⇒⇒⇒⇒ルョゎΑ ラぺ メ⇒⇒⇒⇒をョ
メゅョ  メやヱコ  ノョ キヱシェョャゅミ キヱシェョャや    

 

 .キボェャやヱ キシェャや るヤミセョ メェャ るΑルワク るヅΑケカ ュシケや 
 キボェャやヱ キシェャや るヤミセョ 

*  ゅッゲャや ゅヨよ ユジホ 聴  ヴャゅバゎ  ヶャ リΑゲカΔャヱ. 
- モミヲわャや ヴヤハ  聴  ヴャゅバゎ  . 
- ケゅんミΗや リョ  メゅヨハΕや るエャゅダャや れゅホギダャゅミ. 
- ラゅジェΗや ヴャま ギホゅエャや リジェヱ ヮわヤョゅバョ ¬ゅヘヅΗ ロケゅル. 

りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) √ ( るョΚハ ノッ  るェΑェタ ケΑピャや : ヶヤΑ ゅョΑプ 

: サケキャや  ノよゅシャや  キシェャやヱ キボェャや ラョ ヶよヤホ ドヘェぺ Αクヰゎャや :メゅィョャやゆ ヴャヱΙや りキェヱャや 



 

≒∝ 

 أ / عبداحسن حمد

≒- ヮヤミ キシィャや キゅシヘャ ノプやキ ゆヤボャや キゅシプ ラぺヱ ∩キシィャや ケもゅシ ゥΚタャ ノプやキ ゆヤボャや ゥΚタ( √ ) 

≪-  ラゅシルΙや ャやキシゅヘ   ヮャゅョハぺ ヶプ ラみプ キシゅプ ケΑビ ゆヤボャや     ウΑェタ ゆヤホ メ ) × ( 

≫-ヮシヘルャ ヮよェΑ ゅョ ヮΑカΕ ゆェΑ ヵクャや ヱワ ペェャや ラョぼョャや            (  √ ) 

√- キシゅェャや ヴャま キヱシェョャや るョバル メやヱコ ヶルョゎ  ヴョシΑャや         るヅよピ) × (   

 るョΚハ ノッ  るΑャゅゎャや れやケゅよバャや ヶプ  ウΑェタャや メョミョャや れェゎ ゅヅカ   : 

≒- . ........   ¬ゅッピよャやヱ   キボェャやヱ キシェャや ゆゅよシぺ キセぺ     るホやキタャや (-   ゆェャや-  りヱやキバャや ) 

≪  -    ..... ヮよ キタボΑ   ラΑケカΓや ヴヤハ ヴャゅバゎΑ ラぺワ ケピタゎシΑヱ ュ  (  ¬ゅミグャや- - ケよ ⌒ミャや – ) るハゅィセャや 

≫- ......  ヮャ ラヱミΑ ラぺ ラゅシルΗや ヴルョゎΑ ラぺキルハ ヵクャや メをョ ケΑカャや ラョロ   (るトらピャや  -  ュゲムャやس  ) ギジエャや 

√-.......... ラゅョΑΙや りヱホ( サゅルャや ラΑよ  キボェャやヱ キシェャや ゆゅよシや ラョ-  ラゅョΑΙや フバッ– )ケよタャや  

  - : キシェャやヱ キボェャや ゆゅよシや ラョ ラΑルをや ゆゎミや サ 

 ぺ-  ヶヘセゎャや ヴャま ラゅΑキぼョャや キボェャやヱ キシェャや ゆゅよシぺ キセぺ ゅョワ :¬ゅッピよャやヱ りヱやキバャや .ュゅボゎルΙやヱ 

 ゆ- .ロケΑビ ヮΑヤハ ュキボゎΑ ラぺ ヮΑヤハ メボをΑプ :ラΑケカΓや ラハ ノプケゎャや 

 ァ- ュワケピタゎシΑヱ ラΑケカΓや ヴヤハ ヴャゅバゎΑ ラぺ :ケよ ⌒ミャや . 

 キ- .ケΑピヤャ ケΑカャや ロケミヱ サヘルャや ゐよカ 

 

 

 

 

 



 

≒∵ 

 أ / عبداحسن حمد

- やャや ウヤヅタョャや ゆゎミヶハケセ  ゅョΑプヶゎΓや ヴルバョャや ヴヤハ メやキャや 
≒. (るよェョャや )   ⇔やケΑカ ヮルドゎヱ ロやケゎ ゅョ ヴャま サヘルャや メΑョ 

≪.  (るΑキヱよハ るよェョ)   キゅΑボルΙやヱ メクャやヱ ¬ゅィケャやヱ フヱカャや ゅヰョコヤΑヱ ロやヱシ ラヱキ ぶゅよ るタゅカ るよェョ 

≫.  ) ゆェャや ( るヘヅゅハ るΑルゅシルま るヤΑよル Ι ゅヰミヤョΑ Ιま ゆゅェタぺ ゆヱヤボャや るΑプゅタャや 
- や ゆゎミ  ゆヱヤヅョ ヱワ ゅョミ  メヱキィャやヶゎΓや 

                                るΑキヱよハ ケΑピャや るよェョャや ネやヱルぺ 
ュ るよェョャや メゅをョャや 
≒ るΑバΑよヅ るよェョ ¬ゅョヤャ ラべョドャや るよェョヱ ュゅバヅヤャ ノもゅィャや るよェョ 
≪ ュやケゎェやヱ メΚィま るよェョ  .ロキャやヱャ キャヱャや るよェョ 
≫ ベゅヘセま るよェョ  .ロキャヱャ キャやヱャや るよェョ 
√ るヘャぺヱ サルぺ るよェョ  .¬ゅホキタΕや るよェョ 
 サ  ヶゎΓや メヱキィャや ヶプ るよェョャや ネヱル ゆシェ るΑゎΓや れゅΑミヱヤシャや フルタ: 
             ( サルぺ るよェョ-  ュやケゎェや るよェョ-  ) るΑバΑよヅ るよェョ 

 るよェョャや ネヱル ポヱヤシャや 
るΑバΑよヅ るよェョ  ゆケセャやヱ メミΕや 

ュやケゎェやヱ メΚィま るよェョ  ヶョヤバョヱ ヵクゅゎシぺ 
サルや るよェョ フタャゅよ ヶヤΑョコ 

 サ  メョミぺ  ゅヰよシゅルΑ ゅョよ  るΑゎΙや れやケゅよバャや : 
≒ ゆェぺ . れゅヘタよ フタゎョ ヮルΕ  ヴャゅバゎ  聴  メゅョミャや. 
≪ - ノΑョィよ ヶルキョぺヱ ヶルボヤカ ヮルΕ  ヴャゅバゎ  聴 ゆェぺ   や  ュバルャ 
≫ -   聴 メヱシケ ゆェぺメΑヤカ ヮルΕ ヴャゅバゎ 聴  
√ - よ  ヴャゅバゎ  聴 ヴャま ゆケボゎぺメプやヱルャゅ   キバよ  チもやケヘャや 

 サ るΑャゅゎャや フホやヱョャや ケシヘゎ ∠ュ⌒よ : 
-  .メプやヱルャや ¬やキぺヱ れゅハゅヅャや ラハ れゅΑケゅよョャや りキワゅセョよ メピセルΑ メΑョコ 

  ヴャゅバゎ ぶゅよ  ヮルゅョΑま フバッ ヴヤハ メΑャキ 

- .ヴレジエャや 聴 ¬ゅヨシほよ ユヤΑ Ιヱ リΒΒャヱギャや リΒらハΚャや ¬ゅヨシぺ フゲバΑ モΒョコ 
   聴 ケミクよ ヮヤピセΑ ュャヱ ゅΑルキャゅよ ヮよヤホ メピセや ヮルΕ 

 サ:    ヶよルャや るルシ ヴヤハ ロやヱワヱ ヮΑぺケ ュキボΑ ラョ ウタルゎ ュよ  ∨ 
 ラほよ ヮェタルや.ロやヱシ ラョ ヴヤハ ロケョぺ ュΑキボゎヱ ヮゎルシよ サゅルもゎシΙやヱ ヶよルャや ネゅよゎゅよ ペボェゎゎ ヴャゅバゎ 聴 るよェョ 

 サ ヶよルヤャ ¬ヶシΑ ュヤΑプ ラハ れバョシ :  ∨ 聴 メヱシケャ ケタゎルゎ フΑミプ 
 メヱシケヤャ ケタゎルル  ヮゎルシヱ  りケヅバャや ヮゎケΑシ ケセルよ  サゅルヤャ るョΑケミャや ヮホΚカぺ  ラゅΑよヱ 

 

: サケキャや ラョゅをャや   ヮャヱシケヱ 聴 ゆェぺ ゅルぺ 
 

 :メゅィョャやプゅボをャやる るΑョΚシΙや ヴャヱΙや りキェヱャや 



 

≒∫ 

 أ / عبداحسن حمد

 
  ヶらレャや  ネゅらゎや ケゅヨを ヶワ ゅョ  ∨ 

≒-  るΑやキヰャや-      ≪  -    ュΑドバャや コヱヘャや≫  -          るルィャや メヱカキ√-  るョェケャや 
やミ リΒレをや ょわ  ベケヅ ラョゅルシヘルぺ ヶプ 聴 るよェョ サケビ        : 
 ぺ-  ュヰヘゎヱ ケよキゎよ ラへケボャや ぺケボル .ヮΑルゅバョャ 

 ゆ-  .チもやケヘャや キバよ メプやヱルャゅよ 聴 ヴャま ゆケボゎル 
 ァ- ケゅヰルャや フやケヅぺヱ メΑヤャや ¬ゅルぺ ヮΑィゅルルヱ 聴 ケミク ラョ ケをミル 
 キ- .りΚタャや ヶプ ヮΑィゅルルヱ  ヴャゅバゎ  聴 ノョ ヱヤカル 
⇒ワ -  .ュヰョΚミ れやケョを ゆΑゅヅぺ ヅボゎヤルヱ ラΑホキゅタャや ラΑよェョャや サャゅィル 

 ラョ ラΑルをや ゆゎミや   ゆゅよシぺ  ゅルャヱシケャ ゅルよェ  : 
 ぺ-  ラョ ヮよェ.ラョェケャや メΑヤカ ヱヰプ ヮョコΚョヱ  ヴャゅバゎ  聴 ゆェ 

 ゆ-  りΚタャやヱ ¬ゅルをャゅよ ヴヤハΕや Ζョャや ヶプ ヮよケ キルハ ヮゎャコルョ ヮΑヤハ 
 ァ- .¬ゅΑよルΕや ュゎゅカ ヱヰプ ペヤカャや ノΑョィ ヴヤハ ヮヤップ 
 キ- .ラΑョャゅバヤャ るョェケ  ヴャゅバゎ  聴 ヮヤバィ 
⇒ワ - .るョゅΑボャや ュヱΑ ゆェぺ ラョ ノョ ゆェョャや 

 るΑャゅゎャや ソヱタルャや ラョ ァケカゎシやゆホやヱハ るΑタバョ 聴 ヮャヱシケヱ: 
ュ るΑΓや るΑタバョャや ゆホやヱハ 
≒ )ゅ⇔ルΑ⌒よ ぁョ ⇔Ι ∠Κ∠ッ ｚメ∠ッ ∇キ∠ボ∠プ ⊥ヮ∠ャヱ⊥シ ∠ケ ∠ヱ ∠ ｚ亂 ⌒ソ∇バ∠Α ラ ∠ョ ∠ヱ( メΚッャや 
≪ )や⇔キ∠よ∠ぺ ゅ ∠ヰΑ⌒プ ∠ラΑ ⌒キ⌒ャゅ ∠カ ∠ュｚル ∠ヰ ∠ィ ∠ケゅ∠ル ⊥ヮ∠ャ ｚラ⌒み∠プ ⊥ヮ∠ャヱ⊥シ ∠ケ ∠ヱ ∠ ｚ亂 ⌒ソ∇バ∠Α ラ ∠ョ ∠ヱ(  メヱカキケゅルャや 
≫ ) ∠Ιヱ⊥シ ｚケャや ゅ∠ル∇バ∠ヅ∠ぺ ∠ヱ ∠ ｚ亂 ゅ∠ル∇バ∠ヅ∠ぺ ゅ∠ル∠ゎ∇Α∠ャ ゅ∠Α ∠ラヱ⊥ャヱ⊥ボ∠Α ⌒ケゅｚルャや ヶ⌒プ ∇ュ ⊥ヰ⊥ワヱ ⊥ィ ⊥ヱ ⊥ゆｚヤ∠ボ⊥ゎ ∠ュ ∇ヱ∠Α ( るョやキルャやヱ りケシェャや 
√ )∀ュΑ⌒ャ∠ぺ ∀ゆや∠ク∠ハ ∇ュ ⊥ヰ∠よΑ ⌒タ⊥Α ∇ヱ∠ぺ ∀る∠ル∇ゎ⌒プ ∇ュ ⊥ヰ∠よΑ ⌒タ⊥ゎ ラ∠ぺ ⌒ロ ⌒ケ ∇ョ∠ぺ ∇ラ∠ハ ∠ラヱ⊥ヘ⌒ャゅ ∠カ⊥Α ∠ラΑ ⌒クｚャや ⌒ケ∠ク ∇ェ∠Α∇ャ るルゎヘャや 

 

  るよホゅバャやヱ りケョをャや アゎルゎシぺヱ るΑャゅゎャや ソヱタルャや ぺケホぺ: 
 
ュ   ソルャや  りケョをャや るよホゅバャや 
≒ «: ヴャゅバゎ メゅホ ゅ∠Α ⊥メヱ⊥ボ∠Α ⌒ヮ∇Α∠キ∠Α ヴ∠ヤ∠ハ ⊥ュ⌒ャゅｚドャや ぁチ∠バ∠Α ∠ュ ∇ヱ∠Α ∠ヱ

 ⇔ΚΑ⌒よ∠シ ⌒メヱ⊥シ ｚケャや ∠ノ ∠ョ ⊥れ∇ク ∠カｚゎや ヶ⌒ル∠ゎ∇Α∠ャ ) 
  るョや キルャやヱ りケシェャや 

≪ 聴 メヱシケ メゅホ   るルィャや メカキ ヶルハゅヅぺ ラョ« :
 ヴよぺ キボプ ヶルゅタハ ラョヱ) 

るルィャや メヱカキ  

≫   キセケ キボプ ヮャヱシケヱ 聴 ノヅΑ ラョ« : 聴 メヱシケ メゅホ
 ラョヱンヱビ キボプ ゅョヰタバΑ) 

 ) ノもゅヅヤャ( キセケャや ) ヶタゅバヤャ(  ヶピャや 

√ ... « : ヴャゅバゎ メゅホ   ∠ラヱ⊥キ∠ゎ ∇ヰ∠ゎ ∇ュ⊥ミｚヤ∠バ∠ャ ⊥ロヱ⊥バ⌒よｚゎや ∠ヱ ) るΑやキヰャや  
∽ : ヴャゅバゎ メゅホ(  ∇ュ⊥ミｚヤ∠バ∠ャ ∠メヱ⊥シ ｚケャや ∠ヱ ∠ ｚ亂 やヱ⊥バΑ ⌒ヅ∠ぺ ∠ヱ

) ∠ラヱ ⊥ョ ∠ェ ∇ケ⊥ゎ 
 るョェケャや  

∝ ... « ヴャゅバゎ メゅホ  ⊥ヮ∠ャ ｚラ⌒み∠プ ⊥ヮ∠ャヱ⊥シ ∠ケ ∠ヱ ∠ ｚ亂 ⌒ソ∇バ∠Α ∇ラ ∠ョ ∠ヱ
や⇔キ∠よ∠ぺ ゅ ∠ヰΑ⌒プ ∠ラΑ ⌒キ⌒ャゅ ∠カ ∠ュｚル ∠ヰ ∠ィ ∠ケゅ∠ル ) 

 ケゅルャや メヱカキ 

 



 

≒∬ 

 أ / عبداحسن حمد

 أسئلة على الوحدة ااول 
 ノッ) √ ( るョΚハ りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ  るェΑェタ ケΑピャや : ヶヤΑ ゅョΑプ 

≒.   ゆΑピャや ヶよシルャや メミ  ゅョ ノΑヅゎシル メタヱゎャや ヮゎキワゅセョャ  メもゅシヱャゅよ るΑシェャや. ) √ ( 

≪.   メシケャや  ュΚシャや ュヰΑヤハ ュヰΑキャ るプケバョ ゆΑピャゅよ ペヤヅョャや ) × ( 

≫.   ラゅョΑΗや ぶゅよ ヴヤハぺ ゆゎやケョ  ラΑキャや ) × ( 

√.  ポケゅセ ヶよルャや フヤェよ りケタゅルョャ ¬ゅヘバッャや メよホ ヮゎをバよ) √ ( 

∽.   ヅケゎセゎ りケゅヰヅャや ラクぼョヤャ キルハ  ノプケ  ラやクΕや.  ) × ( 

∝.  ゆェ キャやヱャや ロキャヱャ るΑキヱよハ ) × ( 

 メやぽジャや ヶルゅんャや: モヨミぺ ゅョ ヶゎほΑ: 

≒. ユジボレΑ  ユャゅハ ょΒピャや ヴャま ょΒビ ペヤトョ ょΒビヱ.  ヶよシル 
≪. リョ ケヲタ ユャゅハ   ゲエジャや ょΒピャや-  ブムャや り¬やゲホ– ラゅイレヘャや り¬やゲホ–  りクヲバゼャや- 
≫. りキゅィま モヨバャや ヮルゅボゎまヱ リΒジエわよ ゲワゅヌャや リヅゅらャやヱ   ヲワ  ラゅジェΙや 
√. リョ モもゅシヱ ペΒボエゎ るらゎゲョ  ュΚシΗや  りギΒボバャやヱ ギΒェヲわャや るシやケキ–   りゲΒジャや ょわミ るシやケキ– ヮボヘャや るシやケキ  
∽. アセ ヮィヱ ヶらレャや れゲジミヱ ヮわΒハゅよケ ヶプ るミゲバョ     ギェぺ   
∝. ラやクΕや チゲプ るΑゅヘミ ヴヤハ  ユΒボヨャや るレシヱ ャゲプゅジヨ  

 メやぽジャや ゑャゅんャや:  ゲわカや モヨムヨャや ウΒエダャや リョ リΒよ モもやギらャや るΒゎΓや: 
 ≒-リョ ょゎやゲョ リΑギャや:      )      りΚダャや - ケゅんΑΗや - Ηやラゅジェ(  
 ≪-ヶレヨゎ ゅョ ギレハ ゲΒピャや ラヱキ ヮャやヱコ ヴヨジΑ:     )   ギジエャや - ギボエャや - やるトらピャ(  
 ≫-メヱぺ リョ ょわミ オΑケゅわャや リΒヨヤジヨヤャ)  ゲヨハ リよ ゆゅトガャや   ヲよぺ ゲムよ ペΑギダャや - ヶヤハ リよ ヶよぺ ょャゅヅ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

≪≡ 

 أ / عبداحسن حمد

 
 メやぽジャや ノよやゲャや: リΒよ ヮィヱぺ  フΚわカΙや リΒよ モミ ゅヨョ ヶゎほΑ : 

≒- ユャゅハ ょΒピャや ユャゅハヱ りキゅヰゼャや: 
 
ュ   ょΒピャや ユャゅハ   りキゅヰゼャや ユャゅハ 
≒   ヶジエャや ゅレミやケキや メゅイョ リハ ヶヘカヱ ゆゅビ   るんΑギエャや モもゅシヲャゅよ ヮΒャや モタヲわャや ノΒトわジル 
≪   聴 Ιや  ヮヨヤバΑ Ι   るんΑギエャや モもゅシヲャゅよ ヮヨヤバΑ ラぺ ゲゼらヤャ リムヨョ 
≫    ヴワゅレわΑ Ι ノシやヱ ユャゅハ    モΒヤホ ゲΒジΑ ユャゅハ 
 
-  るョゅホΙやヱ ラやクΕや: 
 
ュ    ラやクΙや   るョゅホΙや 
≒  るタゅカ ドゅヘャほよ ゅヰよ ¬キよャやヱ りΚタャや るョゅホみよ ュΚハΗや   ドゅヘャほよ りΚタャや れホヱ メヱカキよ  ュΚハΗや

 るタヱタカョ 
≪  ∂る⊥ルシ ラΑケプゅショヤャ る∂ル⊥シヱ ラΑョΑボョャや ヴヤハ るΑゅヘミ チケプ 
≫ ケよミや 聴 ケよミや 聴 

聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 
聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ 

りΚタャや ヴヤハ ヶェ 
ゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ 

 キホりΚタャや れョゅホ 
りΚタャや れョゅホ キホ 

聴 Ιま ヮャま Ι ∩ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 ...ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 
...聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 

聴 Ιま ヮャま Ι ラぺ キヰセぺ 
...聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ 

聴 メヱシケ ⇔やキョェョ ラぺ キヰセぺ 
りΚタャや ヴヤハ ヶェ ...りΚタャや ヴヤハ ヶェ 

 ヴヤハ ヶェゥΚヘャや ヴヤハ ヶェ ...ゥΚヘャや 
聴 Ιま ヮャま Ι ...ケよミぺ 聴 ケよミぺ 聴 

≫-  るヅよピャやヱ キシェャや: 
 
ュ るトらピャや    ギジエャや   
≒  ロキルハ ヵクャや メをョ ケΑカャや ラョ ヮャ ラヱミΑ ラぺ ラゅシルΙや ヴルョゎΑ ラや     メやヱコ ヴルョゎΑ ラぺ キシゅェャや ヴャや キヱシェョャや るョバル 

 

≪ メヱよボョ      ュヱョクョ 
≫   ラΑケカΕゅよ ケケッ ベゅェャや ケΑビ ラョ    ラΑケカΕゅよ ケケッ ベゅェャや 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

≪≒ 

 أ / عبداحسن حمد

 メやぽジャや ザョゅガャや:  モヤハ ゅョ ヶゎほΑ: 
≒- ゴイハ サやヲエャや  リハ ポやケキま  モミ ¬ヶセ. 

ΒトわジΑ Ι ヵゲゼらャや モボバヤャ やキヱギェ ギェ  ヴャゅバゎ 聴 ラΕ ノ  ゅヰミやケキや ノΒトわジΑ Ι れゅΒらΒビヱ  ゅワコヱゅイゎ 
 ょΒピャや ユヤバΑ  ヵグャや ヲワ ヴャゅバゎヱ ヮルゅエらシ ぶゅプ 

≪-  ょェ リΒヨヤジヨャや メヲシゲヤャ   
.ラョェケャや メΑヤカ ヱヰプ ヮョコΚョヱ  ヴャゅバゎ  聴 ゆェ ラョ ヮよェ-   ¬ゅレんャゅよ ヴヤハΕや Ζヨャや ヶプ ヮよケ ギレハ ヮわャゴレョ

 りΚダャやヱヮΒヤハ- .¬ゅΒらルΕや ユゎゅカ ヲヰプ ペヤガャや ノΒヨィ ヴヤハ ヮヤツプ-  .リΒヨャゅバヤャ るヨェケ  ヴャゅバゎ  聴 ヮヤバィ 
- .るョゅΑボャや ュヱΑ ゆェぺ ラョ ノョ ゆェョャや 

 メやぽジャや サキゅジャや: フゲハ ゅョ ヶゎほΑ: 
-≒  ラやクΕや : るタヲダガョ ドゅヘャほよ  りΚダャや ろホヱ メヲカギよ ュΚハΙや 

-≪ ヅゲゼャや:  ヮよ Ιま ユわΑ Ι ゅョヱ ¬ヶゼャや キヲィヱ ヮΒヤハ ブホヲわΑ ゅョ ヲワ  

-≫ ギジエャや  : ギシゅエャや ヴャま キヲジエヨャや るヨバル メやヱコ ヶレヨゎ 

-√ りΚダャや : ユΒヤジわャゅよ るヨわわガョヱ ゲΒらムわャゅよ  るエわわヘョ メゅバプぺヱ  メやヲホぺ れやク りキゅらハ 
メやぼシャや ノよゅシャや:  ゆゎミぺ ウヤヅタョャや ゆシゅルョャや フΑケゅバゎヤャ るΑゎΓや: 

 ≒- (ヅゲゼャや   )ゅョ ラゅミ や ⇔¬コィ ラョ ∩¬ヶセャや ゅョヱ Ι キヱィヱ  やクヰャ ¬ヶセャや Ιま ヮよ. 
≪-  (  )  キボェャや  ケゅョッま ケセャや サゅルヤャ キルハ ュキハ りケキボャや ヴヤハ ュゅボゎルΙや. 
≫-    ) ゆェャや ( るヘヅゅハ るΑルゅシルま るヤΑよル Ι ゅヰミヤョΑ Ιま ゆゅェタぺ ゆヱヤボャや るΑプゅタャや 

 メやぽジャや リョゅんャや: ょィぺ ゅヨハ ヶゎほΑ: 
≒- ゅョ ヅヱゲゼャや ょィやヲャや ゅワゲプやヲゎ ヶプ  ∨ラクぽヨャや 
≒ - .ュΚシΗや   ≪ - .メボバャや  ≫ -  .コΑΑョゎャや  √  -   .りケヱミクャや 
≪- ゅョ ゆゅらシぺ ギボエャや  ∨ギジエャやヱ 
 ぺ-  .ュゅボゎルΙやヱ ヶヘセゎャや ヴャま ラゅΑキぼョャや キボェャやヱ キシェャや ゆゅよシぺ キセぺ ゅョワ :¬ゅッピよャやヱ りヱやキバャや 

 ゆ-   ラぺ ヮΑヤハ メボをΑプ :ラΑケカΓや ラハ ノプケゎャや.ロケΑビ ヮΑヤハ ュキボゎΑ 
 ァ- ュワケピタゎシΑヱ ラΑケカΓや ヴヤハ ヴャゅバゎΑ ラぺ :ケよ ⌒ミャや . 
 キ- .ケΑピヤャ ケΑカャや ロケミヱ サヘルャや ゐよカ 
≫- ブΒミ  サゲピル  るらエョ 聴 ヴャゅバゎ ヶプ  ゅレシヲヘル  ∨ 
 ぺ-  .ヮΑルゅバョャ ュヰヘゎヱ ケよキゎよ ラへケボャや ぺケボル 

 ゆ-  .チもやケヘャや キバよ メプやヱルャゅよ 聴 ヴャま ゆケボゎル 
 ァ-  メΑヤャや ¬ゅルぺ ヮΑィゅルルヱ 聴 ケミク ラョ ケをミルケゅヰルャや フやケヅぺヱ 
 キ- .りΚタャや ヶプ ヮΑィゅルルヱ  ヴャゅバゎ  聴 ノョ ヱヤカル 
⇒ワ -  .ュヰョΚミ れやケョを ゆΑゅヅぺ ヅボゎヤルヱ ラΑホキゅタャや ラΑよェョャや サャゅィル 
ゅョ ケゅをΕや るらゎゲわヨャや ヴヤハ ラゅΒダハ 聴 ヴャゅバゎ ヮャヲシケヱ    ∨ 
≒-  メΚッャや–          ≪- るルゎヘャや          ≫ -     ケゅルャや メヱカキ√  –   りケシェャやヱ ュキルャや 

  ヶらレャや  ネゅらゎや ケゅヨを ヶワ ゅョ ∨ 
≒-  るΑやキヰャや-      ≪  -    ュΑドバャや コヱヘャや≫  -          るルィャや メヱカキ√-  るョェケャや 
 



 

≪≪ 

 أ / عبداحسن حمد

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 るΑルゅをャや りキェヱャや 



 

≪≫ 

 أ / عبداحسن حمد

 メヱΙや サケギャや りケゲらャや ュやゲムャや りゲヘジャや ベヲボェヱ れゅヘダよ リョぼぺ りギΒボバャや メゅイョ るΒルゅんャや りギェヲャや 
 

  :ヶゎほΑ ゅョ モヤハ 
 るムもΚヨャや キヲィヱ ゲムルぺ やクま ギらハ ラゅヨΑま ウダΑ Ι 

ラゅヨΑΗや ラゅミケぺ リョ リミケ るムもΚヨャゅよ ラゅヨΑΗや ラΕ 
 ぺ- ∨ケやゲよΕや るムもΚヨャゅよ ラゅヨΑΗや ヴレバョ ゅョ 

 :るムもΚヨャゅよ ラゅヨΑΗや .マセ ヮΒャま ベゲトわΑ Ι ⇔ ゅョコゅィ ⇔ ゅルゅヨΑま ユワキヲィヲよ ラゅヨΑΗや ヲワ 
 ゆ- ∨るムもΚヨャや ユヌハぺ リョ                              ヮΒヤハ モΑゲらィ ュΚジャや 

 ∨ヮゎゅヘタ ゅョヱ                          りヲボャや-  るルゅョΕや- ペヤガャや リジェ - ュゲムャや  
 ァ- ∨モΒャギャや ウΒッヲゎ ノョ るΒボ⊥ヤ ⊥ガャや るムもΚヨャや れゅヘタ ゅョ 

りケゲよ ュやゲミ - ¬ゅΒエャや -  聴 リョ フヲガャや - るΒダバヨャや ュギハヱ るハゅトャや  - ょバわャやヱ モヤヨャや ュギハ ( )∃り ∠ケ ∠ゲ∠よ ∃ュや ∠ゲ ⌒ミ* ∃り ∠ゲ∠ヘ∠シ ヵ ⌒ギ∇Α∠ ほ⌒よ 
.  キ-  ヶプ ろシケキ ゅヨョ ゅヰわヨヤバゎ ヶわャや ¬ゅΒセΕや ユワぺ ゅョ ∨ )るムもΚヨャや りケギホ( 
.  モヨバャや ヶプ るホギャやヱ ュゅヌレャや - るヨΒヌバャや りヲボャや 
 ⌒ャヨゅ ∨ るムもΚヨャや ベヲボェ ¬やキぺ ヴヤハ ユヤジヨャや ソゲエΑ 

 ヱ ラゅヨΑΗや ラゅミケぺ リョ リミケ るムもΚヨャゅよ ラゅヨΑΗや : ラΕ るムもΚヨャや るらエョ  メゅレΑ س 
 ユヰよ リョぽΑ ユャ ゅョ ギらハ ラゅヨΑま ウダΑ Ι ヱ  
 ∨モΒャギャや ノョ ヮらジΑ ヱぺ ⇔ ゅエΑゲダゎ ヱぺ ゅツΑゲバゎ モΑゲらィ ょΒバΑ  ヮレムャ ュやゲムャや るムもΚヨャゅよ リョぽΑ ヮルぺ ユハゴΑ リヨΒプ マΑぺケ ゅョ 
. やギΑギセ ゅよやグハ ヮよグバΒプ ヮΒヤハ 聴 ょツビ  メゅレΒシヱ  ラゅヨΑΗや ペェ ゅレョぽョ ザΒャ ヮルみプ 
  モΒャギャや: ヴ∠ャゅ∠バ∠ゎ ⌒ヮ⌒ャ ∇ヲ∠ホ     ∠リΑ ⌒ゲ⌒プゅ∠ム∇ヤ ⌒ャ ｘヱ⊥ギ∠ハ ∠ ｚ乖 ｚラ⌒み∠プ ∠メゅ∠ムΒ ⌒ョ ∠ヱ ∠モΑ ⌒ゲ∇ら ⌒ィ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ヤ⊥シ ⊥ケ ∠ヱ ⌒ヮ⌒わ∠ム⌒も ∠Κ ∠ョ ∠ヱ ⌒ ｚ ⌒乏 や ６ヱ⊥ギ∠ハ ∠ラゅ∠ミ ∇リ ∠ョ () 

: るΒボヤ ∠ガャや るムもΚヨャや れゅヘタ リョ リΒレをや ょわミや 
- るエレィΕや                         -   メゅヨイャや          - ケやギボヨャやヱ ペヤガャや ユヌハ 
 -  よゲゼΑ Ιヱ ラヲヤミほΑ Ι ラヲエミゅレわΑ Ιヱ ラヲ   -  .るをヲルΕゅよ Ιヱ りケヲミグャゅよ ラヲヘタヲΑ Ι 

 : ュやゲムャや るミΚヨャや ょツピゎ ヶわャや ケヲョΙや リョ リΒレをや ょわミや 
-   ゅエΑゲダゎ ヱぺ ⇔ ゅツΑゲバゎ ユヰらΒハぺ  Ι            -   ヶタゅバヨャやヱ ゆヲルグャや ょムゎケや Ιヱ 
-  るヰΑゲムャや るエもやゲャや ょレイゎやヱ                     -  モムセ ヵぺ ユヰヨシケぺ ヱぺ ユヰヤんョぺ Ιヱラゅミ  ) ユヰよ ヮらゼゎ ( 

√:るΒャゅわャや りケゅらバャや ゥゲセや .  (るヘヤわガョ メゅムセほよ モムゼわャや ヴヤハ りケギホ ケやゲよΕや るムもΚヨヤャ) 
 :リョ モムャ ゲゼよ りケヲタ ヶプ モΑゲらィ モムゼゎ 

- ラやゲヨハ ろレよ ユΑゲョ りギΒジャや -  ヶらヤムャや るΒェキ ヶよゅエダャや りケヲタ ヶプヱ - ヶよやゲハぺ りケヲタ ヶプ りケゅゎヱ 
 るゃΒヰよ るムもΚヨャや ろヤムゼゎロヲィヲャや ラゅジェ ゆゅらセ リョ モムャ  ゅルギΒシ ヅヲャヱ ユΒワやゲよま   ュΚジャや ゅヨヰΒヤハ 

メョミぺ Αプ ポキルハ ラョ るよシゅルョ るョヤミよ ヅボルャや ラゅミョ ヶゎほΑ ゅョ :- 
≒-  メΑケよィ メミセゎ    りケヱタ ヶプ ケセよ  .   ュΑケョャ 
≪-  メΑケよィ ゅルキΑシ メミセゎヱ  メヱシケヤャ  ヶよゅェタャや りケヱタ ヶプ ヶよヤミャや るΑェキりケヱタ ヶプ りケゅゎヱ ヶよやケハぺ  
≪- ヤミセゎれ  ュΑワやケよΗ るミもΚョャや りケヱタ ヶプ .  ケセよ 
≫- ヤミセゎれ るミもΚョャや  ゅルキΑシャ ヅヱャ  りケヱタ ヶプ  ラゅシェ ラゅよセ 
 

 



 

≪√ 

 أ / عبداحسن حمد

 

:るΑゎΓや れゅョヰョャや ンキェや ラハ ゐェよや ュを ∩ケボセΕや ケョハ ケヱゎミキヤャ » るミもΚョャや ュャゅハ« ゆゅゎミ ヴャま ノィケや 
 . メΑケよィ フタヱ  ラΑョぺヱ  ヵヱホ  れヱホゅΑャやヱ ケキャや ラョ メΑヱゅヰゎャや ヮェゅルィ ラョ ヅボシΑ ペプΕや キシ キホ ゅヰルョ ゥゅルィ メミ ゥゅルィ るもゅョゎシ ヮャ

  ヮよ 聴 ゅョ .ュΑヤハ 
  スケバャや るヤョェ りケキホ

 . 
ャや  ュゅハ るもゅョバよシ りケΑショ ヮボゎゅハ ヴャま ヮルクぺ るョェセ ラΑよ ゅョ ラぺ スケバャや るヤョェ ラョ 聴 るミもΚョ ラョ ポヤョ 

  ヶプ るミもΚョャや キキハ
¬ゅョシャや 

   ∩ケゅルャや るルコカヱ ∩るルィャや るルコカヱ ∩スケバャや るヤョェ ュヰルョ ∩ヴャゅバゎ 聴 Ιま ュヰΑタェΑ Ι ケΑをミ キキハ るミもΚョャや
 ヶヤタ⊥Α ∩ュワケΑビヱ るよゎミャやヱ ∩るドヘェャやヱ  ュャ やヱィケカ やクみプ ∩ポヤョ フャぺ ラヱバよシ ケヱョバョャや れΑよャや ヶプ ュヱΑ メミ ュヰルョ

 .ュヰΑヤハ ゅョ ケカへ ヮΑャま やヱキヱバΑ 
 メΑもゅミΑョ るヘΑドヱ   ラヱヤョバΑ るミもΚョ メΑもゅミΑョャヱ . 聴 ラクみよ ュゅハ ヮィヱよ ⊥ゆ ∇タ ⌒カャやヱ れゅよルャや れゅよルまヱ ケゅヅョΕや メやコルみよ フヤミョャや ヱワヱ

 ヮΑィヱゎヱ ゥゅΑケャや フΑケタゎよ ラヱョヱボΑ ∩ やケョぺ ヮャ ラヱタバΑ Ι ヮゎケョま れェゎ 聴 ¬ゅセ ゐΑェ ゆゅェシャや  
: ゆシゅルョャや ゅヰルゅミョ ヶプ るミもΚョャや れゅヘタ ラョ Κミ ノッ 

( るェルィΕや- ラヱェミゅルゎΑ Ιヱ ラヱよケセΑ Ιヱ ラヱヤミほΑ Ι -  ¬ゅΑェャや- ゆバゎャやヱ メヤョャや ュキハ-  メゅョ ∠ィャや- 
  ヮャ ュヰゎハゅヅヱ ヴャゅバゎ 聴 ラョ ュヰプヱカ - るをヱルΕゅよ Ιヱ ケヱミクャゅよ ラヱヘタヱΑ Ι ) 

るΑボ∇ヤ ∠カャや るミもΚョャや れゅヘタ  れゅヘタる∂Αボ⊥ヤ ⊥カャや るミもΚョャや 
メゅョィャや ¬ゅΑェャや  

ラヱェミゅルゎΑ Ιヱ ラヱよケセΑ Ιヱ ラヱヤミほΑ Ι ゆバゎャやヱ メヤョャや ュキハ  
るェルィΕや  ヮャ ュヰゎハゅヅヱ ヴャゅバゎ 聴 ラョ ュヰプヱカ  

るをヱルΕゅよ Ιヱ ケヱミクャゅよ ラヱヘタヱΑ Ι   
-  るミもΚョャや れゅヘタ ラョ るヘタ るΑャゅゎャや  るΑハケセャや ソヱタルャや ラョ ァケカゎシや  ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ: 

ュ ヶハケセャや ソルャや  ュホケャや るミもΚョャや るヘタ 
≒ ( ⌒る ∠⇒⇒ミ⌒も ∠Κ ∠ョ∇ャや ⌒メ ⌒⇒⇒ハゅ ∠ィ ⌒チ ∇ケ∠ ∇Εや ∠ヱ ⌒れや ∠ヱ ∠ョ ｚ⇒⇒シャや ⌒ケ ⌒ヅゅ ∠⇒⇒プ ⌒ ｚ ⌒牟 ⊥キ ∇⇒⇒ョ ∠ェ∇ャや

 ∠ネゅ∠よ ⊥ケ ∠ヱ ∠ゐ ∠Κ⊥を ∠ヱ ヴ∠ル∇を ∠ョ ∃る ∠ェ⌒ル ∇ィ∠ぺ ヶ⌒ャヱ⊥ぺ ⇔Κ⊥シ ⊥ケ) 
≫ るをヱルや Ιヱ りケヱミクよ ラヱヘタヱΑ Ι 

≪ )∃り ∠ケ ∠ゲ∠よ ∃ュや ∠ゲ ⌒ミ* ∃り ∠ゲ∠ヘ∠シ ヵ ⌒ギ∇Α∠ ほ⌒よ( ≪ りケケよ ュやケミ 
≫ ( ∇ュ⊥ワ ∠ラΑ ⌒クｚャや ∠る∠ミ⌒も ∠Κ ∠ョ∇ャや やヱ⊥ヤ∠バ ∠ィ ∠ヱ やヱ⊥キ ⌒ヰ ∠⇒⇒セ∠ぺ ゅ ⇔⇒⇒をゅ∠ル⌒ま ⌒ラ ∠ョ ∇ェ ｚケ⇒⇒ャや ⊥キゅ∠よ ⌒ハ 

 ∠ラヱ⊥ャ∠ ほ ∇シ⊥Α ∠ヱ ∇ュ ⊥ヰ⊥ゎ ∠キゅ ∠ヰ∠セ ⊥ゆ∠ゎ ∇ミ⊥ゎ∠シ ∇ュ ⊥ヰ∠ボ∇ヤ ∠カ 
∝ ゆバゎャや ュキハヱ メヤョャや ュキハ 

√ ン ∠ヱ∠ゎ ∇シゅ∠プ ∃り ｚケ ⌒ョ ヱ⊥ク * ン ∠ヱ⊥ボ∇ャや ⊥キΑ ⌒キ∠セ ⊥ヮ ∠ョｚヤ ∠ハ ≒ るェルィΙや 
∽  ∇ュ ⊥ヰ∇ル ⌒⇒⇒ョ ∠サ ∠⇒⇒ィ ∇ヱ∠ぺ ∠ヱ ∇ュ⊥ワ ∠ケ ⌒⇒⇒ミ∠ル ⌒ヮ ∇⇒⇒Α∠ャ⌒ま ⊥メ ⌒タ∠ゎ Ι ∇ュ⊥ヰ∠Α ⌒キ∇Α∠ぺ ン∠ぺ ∠ケ ゅ ｚョ∠ヤ∠プ "

  ∃ヅヱ⊥ャ ⌒ュ ∇ヱ∠ホ ヴ∠ャ⌒ま ゅ∠ル∇ヤ ⌒シ ∇ケ⊥ぺ ゅｚル⌒ま ∇フ ∠カ∠ゎ Ι やヱ⊥ャゅ∠ホ ⇔る∠ヘΑ ⌒カ 
√ メゅョィャや 

∝  聴ギらハ リよ ゲよゅィ リハ   ヶ⇒⇒らレャや リハ   ラぺ ヶ⇒⇒ャ ラクぺ :メゅ⇒⇒ホ
 ゅ⇒⇒ョ ∂ラま スゲ⇒⇒バャや る⇒⇒ヤヨェ リョ 聴 るムもΚョ リョ マヤョ リハ ゐギェぺ

ュゅハ るもゅヨバらシ りゲΒジョ ヮボゎゅハ ヴャま ヮルクぺ るヨエセ リΒよ 

∽  ΙほΑ ヱヤミラ ラヱよケセΑ Ιヱ 

 ∨ メミΕやヱ ァヱやコゎャやヱ メミセゎャや ヴヤハ りケキボャや ゐΑェ ラョ ラィャやヱ ケセよャやヱ るミもΚョャや ラΑよ ベケプ 
るルケゅボョャや ヮィヱ るミもΚョャや ケセよャや ラィャや 

メミセゎャや  メΑミ⇒⇒セゎャや ヴ⇒⇒ヤハ りケキ⇒⇒ボャや ュ⇒⇒ヰャメゅミ⇒⇒セほよ 
るルシェ るヘヤゎカョ 

メΑミセゎャや ヴヤハ りケキボャや ュヰャ サΑャ 
 

 メΑミ⇒⇒⇒セゎャや ヴ⇒⇒⇒ヤハ りケキ⇒⇒⇒ボャや ュ⇒⇒⇒ヰャ
メゅミセほよ  るヘヤゎカョ 

ネヱルャや   Ι るをヱルぺ Ιヱ りケヱミクよ ラヱヘタヱΑ  ヱ ケヱ⇒⇒⇒⇒ミクゐゅ⇒⇒⇒⇒ルま –  ラヱェミゅ⇒⇒⇒⇒ルゎΑヱ
 ラヱヤシゅルゎΑヱ 

 ヱ ケヱ⇒⇒ミクゐゅ⇒⇒ルま –  ラヱェミゅ⇒⇒ルゎΑヱ
ラヱヤシゅルゎΑヱ 

メミΕや ヱヤミほΑ Ιラ  ラヱよケセΑ Ιヱ  ラヱよケセΑヱ ラヱヤミほΑ ラヱよケセΑヱ ラヱヤミほΑ 
 ペヤカャや りキゅョ  ケヱル ラョ  ラΑヅ ラョ  ケゅル ラョ 

 



 

≪∽ 

 أ / عبداحسن حمد

 サケギャやヶルゅんャや    ケやゲよΕや るムもΚヨャゅよ ヶルゅヨΑま りギΒボバャや メゅイョ るΒルゅんャや りギェヲャや 
.ュやケミャや るミもΚョャや キキハ ロケをミ ヴヤハ メキΑ れシケキ ゅョョ ゅ⇔をΑキェ ァケカゎシや 

 メゅホ) ゅヰルヱケィΑ ポヤョ フャぺ ラヱバよシ ュゅョコ メミ ノョ ュゅョコ フャぺ ラヱバよシ ゅヰャ クもョヱΑ ュルヰィよ ヴゎぼΑ( : 

 ヶルよ ノョ ケやケよΕや ュやケミャや るミもΚョャや メゅョハぺ ラョ :ヶヤΑ ゅョ メョミぺ :りケカΓや りゅΑェヱ ォコケよャや りゅΑェ ヶプ ュキへ 

ポヤョャや ュシや ュホケャや  るヘΑドヱャや 

≒-  メΑケよィ ∵ ヮΑよルヱ ヮルΑキヱ ヮよケ ラハ ロケよホ ヶプ れΑョャや メやぼシよ ラΚミヱョャや 

≪-  メΑもゅミΑョ ∝ れヱョャや キルハ ゥやヱケΕや チよホ ヮΑャま メミヱョャや 

≫-  メΑプやケシや ∽ ケゅルャや ラコゅカ 

√-  ラやヱッケ √ るルィャや ラコゅカ 

∽-  ポャゅョ ≫  メミヱョャや ポヤョャやケヱタャや ヶプ オヘルャゅよ 

∝- れヱョャや ポヤョ ≪ ベやコケΕやヱ れゅよルャやヱ ケヅョャゅよ メミヱョャや ポヤョャや 

∵- ケΑミルヱ ケミルョ  ≒ ヶェヱャゅよ メミヱョャや ポヤョャや ヱワ 

聴 メヲシケ メゅホ  د . ....ラヲバよケぺヱ ラゅわレをや るヘトレャゅよ ゲョ やクま د : 

:ょィぺ ユを ゑΑギエャや ぺゲホや  ぺ- .ヮわΑゅヰル ヴャま ブΑゲゼャや ゑΑギエャや モヨミぺ 

( るヘトレャゅよ ゲョ やクまラゅレをや  ゅヰヨエャヱ ゅワギヤィヱ ∩ゅワゲダよヱ ゅヰバヨシ ペヤカヱ ∩ゅワケヲダプ ∩ゅ⇔ムヤョ ゅヰΒャま ∂乖 ゑバよ ∩るヤΒャ ラヲバよケぺヱ
ゅヰョゅヌハヱ. メヲボΑ ユを:  ヴんルぺ ュぺ ゲミクぺ ∩ゆケ ゅΑ∨ メヲボΑ ユを ∩マヤヨャや ょわムΑヱ ∩¬ゅセ ゅョ マよケ ヶツボΒプ: ヮホコケ ∩ゆケ ゅΑ∨ 

メヲボΑ ユを ∧マヤヨャや ょわムΑヱ ¬ゅセ ゅョ マよケ ヶツボΒプ: ヮヤィぺ ∩ゆケ ゅΑ∨  ァゲガΑ ユを ∩マヤヨャや ょわムΑヱ ∩¬ゅセ ゅョ マよケ ヶツボΒプ
ゾボレΑ Ιヱ ゲョぺ ゅョ ヴヤハ ギΑゴΑ Κプ ∩ロギΑ ヶプ るヘΒエダャゅよ マヤヨャや ) 

 ゆ- .ヮョぺ リトよ ヶプ ヲワヱ ラゅジルΗや ノョ マヤヨャや ケヱキ リΒよ 
 ∩⊥ヮホコ ⌒ケ ょわムΒプ ∩れゅヨヤミ ノよケほよ ラクぽΒプ ∩マヤヨャや ヮΒャま ⊥ゑバらΑ ユを ) ギΒバシ ∇ュ∠ぺ ヲワ ｘヶボセヱ ∩ヮヤヨハヱ ∩ヮヤィぺヱ 

 ァ-  れゅヨヤムャや ゅョ.リΒレイャや ペヤカ ギレハ マヤヨャや ゅヰらわムΑ ヶわャや ノよケΕや 
ラヲらわムΑ  ノよケぺ-  ホコケヮ    - ヤィぺヱヮ    -  ゎキゅバシヱヮ  ゎヱゅボセヱヮ  -   ゥヱゲャや オヘル ぺギらΑ 詫を)  

( るョΚハ ノッ √  りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )るェΑェタ ケΑピャや  ヶヤΑ ゅョΑプ : 
≒.   ヶプ ュやゲムャや るムもΚヨャや リムジゎ                                 チケΙや        ) × ( 
≪. ヶェヲャゅよ モミヲヨャや マヤヨャや   ュΚジャや ヮΒヤハ モΑゲらィ                                ( √ ) 
≫. リΑゲプゅムャやヱ りゅダバャや リョ ュやゲムャや るムもΚヨャや ブホヲョ  ユヰΒヤハ ゆやグバャや モΑゴレゎ    ( √ )  

 

 



 

≪∝ 

 أ / عبداحسن حمد

 ュゅヰョ ゅΒルギャや りゅΒエャや ヶプ ュキへ ヶレよ ノョ ュやゲムャや るムもΚヨヤャ.ゅヰわプゲバョ ギバよ マミヲヤシ ヴヤハ  るバホヲわヨャや アもゅわレャや ウッヱ ユを ゅヰらわミや .メゅヨハぺヱ 

ぺ- : ヶゎキΙヱ ギレハヱ モらホ ゥヱゲャや オヘル ぺギらΑ ユを ヶゎヱゅボセヱ ヶゎキゅバシヱ ヶヤィぺヱ ヶホコケ ラヲらわムΑ 

 ゆ-  ヴャゅバゎ  聴 ゲョほよ ヶレルヲヌヘエΑ:.リョぽョ モムャ ゲヘピわジゎヱ ヶヤダゎヱ ヲハギゎ ∩ ヶョヲルヱ ヶわヌボΑ ヶプ ヶレシゲエゎ 

ァ-   ヶジヘル ヶプ ゲΒガャや ゑハやヲよ ポゲエゎ            キ- :)れゅゃΒジャやヱ れゅレジエャや(ヶャゅヨハぺ モイジゎ 

⇒ワ-  リョぽヨャや ゥヱケ ヂらホ ギレハ ンゲゼらャやヱ ペプゲャや  

ゅヰわプゲバョ ギバよ マミヲヤシ ヴヤハ るバホヲわヨャや アもゅわレャや 

 ヴャゅバゎ ヮャ るハゅヅ ヴヤハ  ゅヨもやキ ラヲミや -  るΒダバョ モミ リハ ギバわよぺ-  ュΚムャや ズエプヱ ほトガャや リョ ヶルゅジャ ナヘェぺ- 

  聴 ゲミク ヴヤハ ュヱやキぺ   ヴャゅバゎ- ヴャゅバゎ 聴 ュゲェ ゅョ リハ ヵゲダよ ヂビぺ. 

  ∨ヮルΙほジΑ やクゅョ リハヱ ∨リプギΑ ゅョギレハ ギらバャや ラΙほジΑ リΑグ∂ヤャや リΒムヤヨャや ユシや ゅョ 

 ゲΒムルヱ  ゲムレョ - : ヮルΙほジΑ ∨ マよケ ヲワ リョ ∨ マレΑキ ヲワ ゅョ ヵグャや ヶらレャや ユシや ゅョ ∨ マャ モシケぺ 

リΑゲプゅムャやヱ リΒレョぽヨャや リョ ケヲらボャや モワぺ ノョ るムもΚヨャや ケヱキ メゅんヨャゅよ リΒよ: 
 やクまるヨェゲャや るムもΚョ ヮわゎぺ リョぽヨャや ゲツわェや  聴 ゥヱケ ヴャま マレハ ゅΒッゲョ るΒッやケ ヶィゲカや :ラヲャヲボΒプ ¬ゅツΒよ りゲΑゲエよ

 マジヨャや ウΑケ ょΒヅほミ ァゲガわプ ∩ラゅらツビ ゲΒビ ゆケヱ ラゅエΑケヱ  
ゆやクバャや るミもΚョ ヮゎゎぺ ケッゎェや やクま ケプゅミャや ラまヱ ラヱャヱボΑプ ウショよ   聴 ゆやクハ ヴャま ポΑヤハ ゅヅヱカショ るヅカゅシ ヶィケカや

 コハ るヘΑィ ウΑケ ラゎルほミ ァケカゎプ ∩メィヱ   . 
 リョ リΒレをや ょわミや マゎゅΒェ ヶプ ュやゲムャや るムもΚヨャゅよ マルゅヨΑま リョ ゅヰわらジわミや ヶわャや ケゅをΓや: 

≒-  ∩ュやゲムャや るムもΚヨャゅよ ¬やギわホや ∩ヮルゅエらシ ヮよケ るハゅヅ ヶプ ロギヰィ ギらバャや メグよ 
≪- ヮルゅエらシ ヮャ リΒバッゅカ ユヰわハゅヅ ュやヱキ ヴヤハ るムもΚヨャゅプ ∩モヨバャゅよ ケゅガわプΙやヱ ∩ザヘレャや リハ ケヱゲピャや ノプキ  
≫- ュキへ ヶレよ ラヲホケゅヘΑ Ι リΑグャや るムもΚヨャや リョ ¬ゅΒェ ユを ∩⇔Ιヱぺ 聴 リョ ゅプヲカ ∩聴 ヮョゲェ ゅヨハ ギバらャや ヶプ キゅヰわィΙや  
√- や.ユヰャゅヨハぺ ラゅボゎまヱ ∩ユヰョゅヌル リジェ ヶプ ユヰよ ¬やギわホΙ 

 るΑャゅゎャや ソヱタルャや ラョ ァケカゎシや:ュヰヘもゅドヱヱ るミもΚョャや ¬ゅョシぺ 
 

 ヶハケセャや ソルャや   ポヤョャや ュシや  るヘΑドヱャや 
ぴ ⊥ラΑ ⌒ョ∠ ∇Εや ⊥ゥヱ ぁケャや ⌒ヮ⌒よ ∠メ ∠コ∠ル":≒∬≫ ∠ラΑ ⌒ケ ⌒ク∇ル ⊥ョ∇ャや ∠ラ ⌒ョ ∠ラヱ⊥ミ∠ゎ⌒ャ ∠ポ⌒よ∇ヤ∠ホ ヴ∠ヤ∠ハ び  メΑケよィ ヶェヱャゅよ メミヱョ 

« ∠ラゅ∠ミ ∇ラ ∠ョ ∠メゅ∠ミΑ ⌒ョ ∠ヱ ∠メΑ ⌒ケ∇よ ⌒ィ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ヤ⊥シ ⊥ケ ∠ヱ ⌒ヮ⌒ゎ∠ミ⌒も ∠Κ ∠ョ ∠ヱ ⌒ ｚ ⌒牟 や ６ヱ⊥キ∠ハ  ｘヱ⊥キ∠ハ ∠ ｚ亂 ｚラ⌒み∠プ ∠ラΑ ⌒ケ⌒プゅ∠ミ∇ヤ⌒ャ  メΑもゅミΑョ ベやコケΙやヱ れゅよルャやヱ ケヅョャゅよ メミヱョ 
 ∠ラヱ⊥バ ∠ィ ∇ケ⊥ゎ ∇ュ⊥ミ⌒∂よ ∠ケ ヴ∠ャ⌒ま ｚュ⊥を ∇ュ⊥ミ⌒よ ∠メ ⌒∂ミ ⊥ヱ ヵ ⌒クｚャや ⌒れ ∇ヱ ∠ョ∇ャや ⊥ポ∠ヤ ∠ョ ∇ュ⊥ミゅｚプ ∠ヱ∠ゎ∠Α ∇メ⊥ホ れヱョャや ポヤョ    ゥやヱケΙや チよボよ メミヱョ 

 

 

 
 



 

≪∵ 

 أ / عبداحسن حمد

ゑャゅんャや サケギャや モヨバャや ヶプ ゾヤカぺ ゑΑギエャや メゅイョ るΒルゅんャや りギェヲャや 

:ブΑゲゼャや ゑΑギエャや モヨミぺ 

ゆゅトガャや リよ ゲヨハ リハ  聴 メヲシケ メゅホ :メゅホ :( ∇リ ∠ヨ∠プ ン ∠ヲ∠ル ゅ ∠ョ ∃む ⌒ゲ ∇ョや ⌒∂モ⊥ム⌒ャ ゅ ∠ヨｚル⌒ま ∠ヱ ⌒れゅｚΒ⌒∂レャゅ⌒よ ⊥メゅ ∠ヨ ∇ハΕや ゅ ∠ヨｚル⌒ま
 ゅ∠Β ∇ル⊥キ ヴ∠ャ⌒ま ⊥ヮ⊥ゎ ∠ゲ ∇イ ⌒ワ ∇ろ∠ルゅ∠ミ) ⌒ヮ∇Β∠ャ⌒ま ∠ゲ ∠ィゅ∠ワ ゅ ∠ョ ヴ∠ャ⌒ま ⊥ヮ⊥ゎ ∠ゲ ∇イ ⌒ヰ∠プ ゅ ∠ヰ ⊥エ ⌒ム∇レ∠Α ∃り∠ぺ ∠ゲ ∇ョや ヴ∠ャ⌒ま ∇ヱ∠ぺ ゅ ∠ヰ⊥らΒ ⌒ダ⊥Α 

 ゆゎミや  ヴルバョ : るΑゎΓや るΑハケセャや れゅェヤヅタョャや 
 .ヮャ マΑゲセ Ι ロギェヱ 聴 ヴャま ゅヰよ ゆ ぁゲボわャやヱ れゅハゅトャゅよ -ヴャゅバゎ- 聴 キやゲプま :ヲワ ソΚカΗや ヴレバョ .ソΚカΗや 

ヴャゅバゎ ぶ ゾヤガヨャや ゆゅボバャや リョ フゅガΑヱ ∩ゆやヲんャやヱ ゲィΕや リョ ヴャゅバゎ 聴 ギレハ ゅヨΒプ モョほΑ リョ ヲワ: 

: るΒレャや  ヮよやヲをヱ ヮゎゅッゲヨャ ゅ⇔らヤヅヱ 聴 ヴャま ゅ⇔よゲボゎ モヨバヤャ りキやケΗやヱ ギダボャや 

: りゲイヰャや ュΚシΗや ギヤよ ヴャま ポゲゼャや ギヤよ リョ メゅボわルΙや 
 聴 ギレハ モヨバャや メヲらホ ヅヱゲセ ょわミぺ-ヴャゅバゎ- :ヶゎΓや ヶヨヰジャや テトガヨャや ュやギガわシゅよ 

 

 

 

 サ√:ゆシゅルョャや ュホケャや ノッヱよ) ゆ( るハヱョィョャや れやケゅよハ ラョ ゅヰよシゅルΑ ゅョヱ ) ぺ (るハヱョィョャや れやケゅよハ ラΑよ メタ : 

ュ ぺ や ユホゲャ ゆ 
≒ れゅΒレャゅよ メゅヨハΕや ゅヨルま ≫  ゅΒルギャや ゲョぺ リョ ヮらヤヅ ゅョ ゲΒボエゎ ヴヤハ メキ.ヮよ るルゅヰわシΙやヱ 
≪  ヲル ゅョ むゲョや モムャ ゅヨルまヱン  .ュΚシΗや ケやキ ヴャま ゲヘムャや ケやキ リョ メゅボわルΙや 
≫ ヮΒャま ゲィゅワ ゅョ ヴャま ≪ ヮよゅボハヱ モョゅバャや ゆやヲを ヴヤハ メギゎ 
  ≒  ロキゅジプヱ モヨバャや ゥΚタ ヴヤハ メギゎ 

 

 .ヮヤもゅホ ヴャま ヶゎほΑ ゅョョ メヱホ メミ ゆシルぺ : 

 د るΒレャや ロゲピダゎ ゲΒらミ モヨハ ゆケヱ ∩るΒレャや ヮヨヌバゎ ゲΒピタ モヨハ ゆケ د
モもゅボャや :     ポケゅらョ リよや 

 サヱゅシヲャや りゲんミ ヮレハ ろバトボルや ギらバャや ゾヤカぺ やクま د" 
モもゅボャや  :ヶルやケやギャや ラゅヨΒヤシ ヲよぺ 

 ⌒サゅレャや ∠ギ∇レ ⌒ハ ゅ ∠ヨΒ⌒プ ⌒ノ ∠ヨｚトャやヱ ⌒¬ゅ∠レｚんャやヱ ⌒ゥギヨ∇ャや ⊥るｚら ∠エ ∠ョ ∠ヱ ⌒ょヤボャや ヶプ ⊥ソΚカΗや ノヨわイΑ Ιد 
). ⊥れヲエャやヱ ⊥ょツャやヱ ⊥ケゅレャやヱ ⊥¬ゅ ∠ヨ∇ャや ノ ⌒ヨ∠わ ∇イ∠Α ゅ ∠ヨ∠ミ Ι⌒ま 

 聴 ヮヨェケ ユΒボャや リよや : モもゅボャや 
 

 

 

 

 ぶ ⇔ゅタャゅカ ラヱミΑ ラぺ 

 

  ヮよ ¬ゅィ ゅョャ ⇔ ゅボプやヱョ ラヱミΑ ラぺ 
  メヱシケャや 

  ヅヱケセメョバャや メヱよホ  
-   



 

≪∫ 

 أ / عبداحسن حمد

:るΑゎΓや れゅョヤミャや ヶルゅバョ ゆゎミや ペよゅシャや ゐΑキェヤャ ポョヰプ メΚカ ラョ 

 る⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ヨヤ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ムャや  ゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒⇒ワゅ⇒⇒⇒⇒⇒⇒レ⇒⇒⇒⇒⇒バョ 

る∂Βレャや ヮよやヲをヱ ヮゎゅッゲヨャ ゅ⇔らヤヅヱ 聴 ヴャま ゅ⇔よゲボゎ モヨバヤャ りキやケΗやヱ ギダボャや  

りゲイヰャや  ギヤよ ヴャま ポゲゼャや ギヤよ リョ メゅボわルΙやュΚシΗや 

ゅヰらΒダΑ ゅヰΒヤハ モダエΑ 

 れゅΒレャゅよ メゅヨハΕや ゅヨルま  ロキゅジプヱ モヨバャや ゥΚタ ヴヤハ メギゎ 

ゅョ むゲョや モムャ ゅヨルまヱ ンヲル ヮよゅボハヱ モョゅバャや ゆやヲを ヴヤハ メギゎ 

 ヮΒャま ゲィゅワ ゅョ ヴャま ゲΒボエゎ ヴヤハ メギゎ ヮよ るルゅヰわシΙやヱ ゅΒルギャや ゲョぺ リョ ヮらヤヅ ゅョ 

( るョΚハ ノッ √  りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ )るェΑェタ ケΑピャや  ヶヤΑ ゅョΑプ: 

≒.  モヨバャや メヲらホ ヅヱゲセ リョ ぶ ⇔ゅダャゅカ ラヲムΑ ラぺ ヱ ぶ ⇔ゅダャゅカ ラヲムΑ ラぺ   ( √ )    
≪.   ヶワ りゲイヰャやヮよやヲをヱ ヮゎゅッゲヨャ ゅ⇔らヤヅヱ 聴 ヴャま ゅ⇔よゲボゎ モヨバヤャ りキやケΗやヱ ギダボャや          (× )     

 リョ リΒレをや ょわミやソΚカΗや ケゅヨを リョ  : 

≒- やリわヘャや リョ りゅイレャ                   ≪ -  ヶらレャや るハゅヘセ モΒル 

≫- ∩ラゅトΒゼャや リョ るヨダバャや 

 リΒレをや ょわミやソΚカΗや ヴヤハ ヶレレΒバゎ ヶわャや ケヲョΕや リョ 

≒- ユΑゲムャや ラへゲボャや ゲよギゎ 
≪- れやキゅらバャや リョ ケゅんミΗや 
≫- リΒエャゅダャや るらェゅダョ  
√- ヴャゅバゎ 聴 ユバル ゲミグゎ-  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

≪∬ 

 أ / عبداحسن حمد

 サケギャやノよやゲャや  ギヨエョ ゅルギΒシ ヴヤハ ヶェヲャや メヱゴル メゅイョ  りゲΒジャや るΒルゅんャや りギェヲャや 
 

 ユΑゲムャや ラへゲボャや メゴル ヴわョ ∨ س ≓

 ( ュゅハ リョ ラゅツョケ ゲヰセ ヶプ∝≒≡ キΚΒヨヤャ ) 

 ∨  ヶらレャや ザヘル ヴヤハ ヶェヲャや メヱゴル ゲをぺ ゅョ   س ≫

フヲガャゅよ ケヲバゼャや  ゆやゲトッΙやヱ ペヤボャやヱ 

(  るョΚハ ノッ ( るョΚハヱ るエΒエダャや りケゅらバャや ュゅョぺ )×ヶヤΑ ゅヨΒプ るエΒエタ ゲΒピャや りケゅらバャや ュゅョぺ ) 

 ぺس (                  .ケヲを ケゅビ ヶプ ヮジヘレよ ヶヤわガΑ 聴 メヲシケ ラゅミو) 

ゆ-  聴 メヲシケ ゲヨハ ラゅミ  ヶェヲャや メヱゴル ギレハ√≡  .るレシ          () 

 ァس ヶらレャや ヴヤハ ろャゴル るΑへ メヱぺ  (      ) ゲをギヨャや ゅヰΑほΑ ぴ ヴャゅバゎ ヮャヲホو) 

 キس ( .るΒルやゲダレャや るルゅΑギャや ヴヤハ ヴャゅバゎ 聴 ギらバわΑ モプヲル リよ るホケヱ ラゅミ) 

 るイΑギカ りギΒジャや ケヱキ ウッヱ ヶらレャや ノョ   .ヶェヲャや メヱゴル ギレハ 

 聴 メヲシケ   ゅヰΒヤハ モカキ  ゅョギレハ   )ヶルヲトビ ( ヶルヲヤョコ  ヶルヲヤョコ  Κもゅホ ゅヘもゅカ 

ネゴヘャや ヮレハ ょワク ヴわェ ヮハヱケ リョ れぺｚギワ    ∇ろ∠ャゅ∠ボ∠プ : ヮャ  ⌒ ｚ乖 ∠ヱ ｚΚ∠ミ  ∠マΑ ⌒ゴ ∇ガ⊥Α ゅ ∠ョ : ∠マｚル⌒ま や⇔ギ∠よ∠ぺ ⊥ ｚ乖 

 ⊥モ ⌒ヨ ∇エ∠ゎ ∠ヱ ∠ユ ⌒ェ ｚゲャや ⊥モ ⌒ダ∠わ∠ャ  ｚモ∠ム∇ャや  ⊥ょ ⌒ジ∇ム∠ゎ ∠ヱ  ∠ュヱ⊥ギ∇バ ∠ヨ∇ャや   ヵ ⌒ゲ∇ボ∠ゎ ∠ヱ  ∠ブ∇Β ｚツャや  ヴ∠ヤ ∠ハ ⊥リΒ ⌒バ⊥ゎ ∠ヱ  ⌒ょ⌒もや ∠ヲ∠ル  ∂⌒ペ ∠エ∇ャや 

∨サケギャや ヶプ マャク ユヰヘゎ リΑぺ リョ د ラヲムャや ヶプ るレシ リΒエャゅダャやヱ ¬ゅΒらルΕや りやキゅバョ د 

  メゅホ ゅョギレハ 聴 メヲシゲャ ⊥る∠ホ ∠ケ ∠ヱ     :  ∠マ ⊥ョ ∇ヲ∠ホ ∠マ ⊥ィ ⌒ゲ ∇ガ⊥Α ∇ク⌒ま ゅ６Β ∠ェ ⊥ラヲ⊥ミ∠ぺ ヶ⌒レ∠わ∇Β∠ャ 

 ⌒ ｚ乖 ⊥メヲ⊥シ ∠ケ ∠メゅ∠ボ∠プ  :    ⊥ワ ｚヶ ⌒ィ ⌒ゲ ∇ガ ⊥ョ ∠ヱ∠ぺ ∇ユ  ∇ユ∠バ∠ル : ∠メゅ∠ホ 
 ∠ヵ ⌒キヲ⊥ハ ｚΙ⌒ま ⌒ヮ⌒よ ∠ろ∇ゃ ⌒ィ ゅ ∠ョ ⌒モ∇ん ⌒ヨ⌒よ ぁテ∠ホ ∀モ ⊥ィ ∠ケ ⌒れ∇ほ∠Α ∇ユ∠ャ 

:  ゅヰゎよシゅルョ ゅョヱ るΑャゅゎャや りケゅよバャや メもゅホ ラョ-  
 ヵクャや サヱョゅルャや やクワ(ぺャコルヮ  )ポョヱホ ポィケカΑ クま ゅΑェ ラヱミぺ ヶルゎΑャ .ゅハクィ ゅヰΑプ ヶルゎΑャ ゅΑ ヴシヱョ ヴヤハ 聴 

ヱワ メもゅボャや  :  メプヱル ラよ るホケヱ 

るよシゅルョャや  :  聴 メヱシケ ノィケ ゅョキルハ  るィΑキカ ヮゎィヱコ ヮゎルほョヅ ゅヘもゅカ  ¬やケェ ケゅビ ラョ  ラよや ヴャま ヮよ れよワクヱ
 ラヱミΑシ ヮルほよ ロケセよ ロケよカぺ ゅョヤプ ゅヰョハ Ιヱシケ 

 

 

 



 

≫≡ 

 أ / عبداحسن حمد

⇒ : ヶゎほΑ ゅョ メヤハ  

≒-  ヶよルャや フヱカ . ヶェヱャや メコル ゅョキルハ  

るΑェャや ラョ ュΚシャや ヮΑヤハ ヴシヱョ フゅカ ゅョミ ⇔ ゅもΑセ ロケッΑ Ι ヵケヅプ フヱカ  フヱカャや  やクワ ラΕ 

≪-  ⊥ェ ⌒∂よ ∠ゆ  メヱシケャや ヴャま . ¬Κカャや  
 ヮボヤカヱ るョΑドバャや ヴャゅバゎ 聴 りケキホ ヶプ ケミヘゎヤャラボゎョャや   ヱ ヮΑプ キよバゎヤャ ゅ⇔ルゅミョ   

ゅワケΑビヱ ゅルコャやヱ ケョカャや ゆケセミ るョケェョャや メゅョハΕやヱ ポケセャや ラョ ヮΑヤハ ュワ ゅョヱ ヮョヱホ メゅェ ヶプ ケミヘゎΑヱ 
- ポキルハ ラョ るよシゅルョ るョヤミ ノッヱよ るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メョミぺ 

≒-  れぺギよヶェヲャや ケキやヲよ  ギヨエョ ゅレΒらル ヴヤハ  ゅΑぼゲャゅよるホキゅダャや  ヮョゅレョ ヶプ 

 ヮΒャま ょらェ ユをギらバわャやヱ ¬Κガャや  ケゅビ リョ グガゎゅプ ∩ ¬やゲェ ゅ⇔ルゅムョヮΒプ ギらバわヤャ ∩ 

 ロゲヨハ ゆケゅホ ゅョギレハヱリΒバよケΕや  ヶェヲャや ヮΒヤハ メゴル 

.ユヰΒャま ヮピヤらΑ ラぺ ギΑゲΑ ゅヨよ ヮヤシケヱ ロ¬ゅΒらルぺ 聴 ュΚハま : ⇔ ゅハゲセ ヶェヲャや -≪ 

≫-  モカキ ゅヨャ  ヮィヱコ ヴヤハるイΑギカ  メゅホ ヶルヲヤョコ  ヶルヲトビ ヵぺ 

 ヮレハ ょワク ヴわェ ヮハヱケ リョ れぺｚギヰプネゴヘャや ヴヤハ ゾボプ ∩るイΑギカ  ンギよぺヱ ∩ゐギェ ゅョ ヮわΒゼカ  マャク リョ 
( るョΚハ ノッ √  りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) るェΑェタ ケΑピャ  ヶヤΑ ゅョΑプ: 

≒-  ヶよルャや ラハ ヶェヱャや ケゎプ ヮよ ヶシヘルャや ュャΕや キゎセゅプ ⇔ ゅョヱΑ ラΑバよケΕや るよやケホ ノヅボルやヱ       ( √  ) 

≪- ゅョ メヱぺ  聴 メヱシケ ヴヤハ ヶェヱャや メコル   ケゅピャや ヶプ ヱワヱ           フヱカャゅよ ケバセΑ ュャ                                                            ) × (
≫-  . スΑケホ ラΑキよ 聴 キよバゎΑ メプヱル ラよや るホケヱ ラゅミ                                                                         ) × ( 

√-  ヶよルャや ヴヤハ ヶェヱャや メコル  ⇔ ゅョゅハ ラヱバよケぺ ロケョハ ヒヤよ ゅョャ                                    ( √  ) 

∽-  メΑケよィ ヮよ キやケョャや :サヱョゅルャや ヶェヱャゅよ ヮタゅタゎカΙ ポャクよ ヶョシヱ    ( √  )   

 るΑャゅゎャや メョィャや ラョ ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ウェタ:ラΑシヱボャや ラΑよ ウΑェタャや ゆゎミやヱ- 

≒-  モカキ ゅヨャ ヮィヱコ ヴヤハ   るゼもゅハ ヶルヲヤョコ メゅホ ゅヰレハ 聴 ヶッケ                 (るイΑギカ     ) 

≪-  ギヨエョ ゅレΒらル ヴヤハ ヶェヲャや ケキやヲよ れぺギよ  よヶェヲャや メヱゴレ                   (るホキゅダャや ゅΑぼゲャや  ) 

≫-  メヲシゲャや ギらバわΑ ラゅミ   るΑやギよ ヶプケゅビ ヶプ りヲハギャや ケヲを                           )  ¬やゲェ ( 

√-  メヲシゲャや ゲヨハ ラゅミ     ゅョギレハヶェヲャや ヮΒヤハ メゴル   リΒをΚんャやゲヨハ リョ  ロ           (リΒバよケΕや   ) 

 



 

≫≒ 

 أ / عبداحسن حمد

 

 サケギャやザョゅガャや   りΚダャや) れΚトらョヱ れゅワヱゲムョ( ょレイゎや メゅイョ  ヮボヘャや るΒルゅんャや りギェヲャや 
 

 メバヘャや アゎルゎシやヱ ∩るΑゎΓや ケヱタャや メョほゎりΚタャや ヶプ ロヱケミョャや 

     りΚダャや ヶプ ゲダガわャや       キヲイジャや メゅェ リΒハやケグャや スやゲわプや 

 :るΒゎΓや れゅエヤトダヨャや フゲハ :ヶルゅんャや メやぽジャや 
: ¬ゅバホ ⌒Ηや   チケΕや ヴヤハ ヮΑギΑ ノッヱヱ ヮΒョギホ ヱぺ ヮΒホゅシ ょダルヱ チケΕゅよ ヮわΒャま ベゅダャま ヲワ  

  : メギジャや  チケΕや ょΒダΑ ヴわェ ゆヲんャや メゅシケや   
: るヰボヰボャや  ヶヤダヨャや マエツΑ ラほよゲんミ ヱぺ モホ ロゲΒビ ヱぺ ヲワ ヮバヨジΑ れヲダよ 

ょシゅレヨャや ブレダヨャや ュゅョぺ )√( るョΚハ ノッヲよ ∩メヱギイャや ヶプ ゆヲヤトョ ヲワ ゅヨミ るΒゎΓや メゅバプΕや ブレタ  : 
 
 

                                    

                                                                                        
 

 

 

 

 

ヴャゅバゎ ヮャヱホ メΚカ ラョ  (ぴ ∠ラヱ⊥ル ⌒ョ ∇ぼ ⊥ョ∇ャや ∠ウ∠ヤ∇プ∠ぺ ∇キ∠ホ≒ ∠ラヱ⊥バ ⌒セゅ ∠カ ∇ュ ⌒ヰ⌒ゎ ∠Κ ∠タ ヶ⌒プ ∇ュ⊥ワ ∠ラΑ ⌒クｚャや び) 
:ゅヰゎΚトらョヱ りΚダャや れゅワヱゲムヨよ るΑΓや るホΚハ アわレわシや 

ラや  ブホヲヨャや るらワケ ユヰよヲヤホ ゲバゼわジゎ ヱネヲゼガャや ロゲムΑ ヶわャや ¬ゅΒセΕや リハ キゅバわよΙゅよ マャク 聴 ヵギΑ リΒよ りΚダャや ヶプ 
  りΚダャや ヶプ ゅヰヤバプ  りΚダャや モトらゎ ヶわャや  メゅバプΙや ょレイゎヱ 
⇒ ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや キΑバよ )  √   ( るョΚハ ノッX   ): ヶゎほΑ ゅョΑプ るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや キバよ 

≒ . りΚタャや ¬ゅルをぺ りΚタャや ラハ メピセΑ ゅョ ヴャま ケドルャや ゆェゎシΑ ⇒      (X  ) 
≪ . りΚタャや れΚヅよョ ラョ るヰボヰボャや ⇒                 (  ) √   

≫-   .りΚタャや れΚヅよョ ラョタカゎャやケ                        (X  ) 
√                      .りΚタャや メヅよΑ やキョハ ゆケセャやヱ メミΕや ⇒       √   () 

 

 

 

メゅバプΕや れゅワヱケミョ れΚヅよョ 
.りΚダャや るエヤダョ ゲΒビ ヶプ ⇔やギヨハ ュΚムャや  √ 

.るィゅェ ゲΒピャ りΚダャや ヶプ れゅヘわャΙや √  
.りΚダャや ヶプ ゆぼゅんわャや √  

 ¬ゅレをぺ ユヘャや るΒトピゎ.りΚダャや √   
.りΚダャや ¬ゅレをぺ りケヲバャや ブゼミ  √ 

ゅヨもゅホ ネヲミゲャや リョ メやギわハΙや ポゲゎ  √ 



 

≫≪ 

 أ / عبداحسن حمد

 ぺ- .ゅヰルョ るョミェャや ラゅΑよ ノョ るΑゎΓや るヘΑケセャや ゐΑキゅェΕや ゅヰΑヤハ れャキ ヶゎャや ュゅミェΕや ゆゎミぺ 

ゐΑキェャや ュミェャや るョミェャや 
  ∠る∠セ⌒もゅ∠ハ ∇ラ∠ハ   ｚヶ⌒よｚルャや ｚラ∠ぺ  :∠メゅ∠ホ   ヴｚゎ ∠ェ ∇キ⊥ホ ∇ケ∠Α∇ヤ∠プ ⌒り ∠Κｚタャや ヶ⌒プ ∇ュ⊥ミ⊥キ ∠ェ∠ぺ ∠サ∠バ∠ル や∠ク⌒ま

  ⊥ケ⌒ヘ∇ピ∠ゎ ∇シ∠Α ⊥ゆ∠ワ∇ク∠Α ⊥ヮｚヤ∠バ∠ャ ∀サ ⌒ハゅ∠ル ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ ヴｚヤ ∠タ や∠ク⌒ま ∇ュ⊥ミ∠キ ∠ェ∠ぺ ｚラ⌒み∠プ ⊥ュ ∇ヱｚルャや ⊥ヮ∇ル∠ハ ∠ゆ∠ワ∇ク∠Α
 ⊥ヮ∠シ∇ヘ∠ル ぁゆ⊥シ∠Α∠プ  

 Α ロケミサゅバルャや  ヶプ
  りΚタャや 

 ヴゎェュヤバΑ  メヱボΑ ゅョ
ヮゎΚタ ヶプ 

 ∠る∠セ⌒もゅ∠ハ ラハ  ⌒ ｚ亂 ∠メヱ⊥シ ∠ケ ⊥れ∇バ ⌒ョ∠シ : れャゅホ  ∠り ∠Κ ∠タ ∠Ι : ⊥メヱ⊥ボ∠Α
 ⌒ラゅ∠を∠よ ∇カ∠ ∇Εや ⊥ヮ⊥バ⌒プや∠キ⊥Α ∠ヱ⊥ワ ∠Ι ∠ヱ ⌒ュゅ∠バｚヅャや ⌒り ∠ケ ∇ッ ∠ェ⌒よ 

   Αロケミ  ¬ゅルをぺ りΚタャや
 りケッェュゅバヅャや 

 メピセルΑ  Ι ヴゎェ
ャや ケΑピよヮゎΚタ 

 ∃ポ⌒ャゅ ∠ョ ∠ラ∇よ ∠サ∠ル∠ぺ ｚラハ  ∠メゅ∠ホ ∠メゅ∠ホ ∇ュ ⊥ヰ∠をｚキ ∠ェ  ぁヶ⌒よｚルャや  ∃ュや ∠ヱ∇ホ∠ぺ ⊥メゅ∠よ ゅ ∠ョ  :
 ∠ポ⌒ャ∠ク ヶ⌒プ ⊥ヮ⊥ャ ∇ヱ∠ホ ｚキ∠ゎ ∇セゅ∠プ ∇ュ ⌒ヰ⌒ゎ ∠Κ ∠タ ヶ⌒プ ⌒¬ゅ ∠ョｚシャや ヴ∠ャ⌒ま ∇ュ⊥ワ ∠ケゅ ∠タ∇よ∠ぺ ∠ラヱ⊥バ∠プ ∇ケ∠Α

 ∇ヱ∠ぺ ∠ポ⌒ャ∠ク ∇ラ∠ハ ｚラ⊥ヰ∠ゎ∇ル∠Α∠ャ ∠メゅ∠ホ ヴｚゎ ∠ェ ∇ュ⊥ワ ⊥ケゅ ∠タ∇よ∠ぺ ｚラ∠ヘ∠ヅ ∇カ⊥ゎ∠ャ ) 

   Α ケタよャや ノプケ  ロケミ 
 

ネヱセカャや ュゎΑ ヴゎェ 
りΚタャや ヶプ   

 
 

 モバプ ゲをぺ ゅョ∨りΚダャや ¬ゅレをぺ ヮミゲゎヱ ロヱゲムヨャや  
 

ュ    ケをぺポケゎ  ヱケミョゅワ     メバプ ケをぺ ワヱケミョ れゅ  ヮミケゎヱ 
≒ るヤョゅミ りΚタャや ヮャ ゆゎミゎ  .るタホゅル りΚタャや ヮャ ゆゎミゎ 
≪  ヴャゅバゎ ぶ ゅよケボゎ ゅヰミケゅゎ ゆゅをΑ ゅヰヤハゅプ ゆやヱを ソボルΑ 

Ιや ヶプ ュミェャや ラΑよプ  メヅゅよ (  るΑャゅゎャや メゅバ- ロヱケミョ ヱや –  コヱィΑ : ヶゎほΑ ゅョΑプ  ゆよシャや ケミク ノョ )- 

≒- . りΚタャや ヶプ ゆ¬ゅをゎΑ ヱワヱ ケタバャや キョェぺ ヴヤタ 

  りΚタャや れゅワヱケミョ ラョ ゆもゅをゎャや ラΕ : ゆよシャや      ロヱケミョ : ュミェャや 

≪-   るェゎゅヘャや り¬やケホ ラヱキよ ¬ゅセバャや キヰプ ヴヤタ 

 りΚタャや ラゅミケぺ ラョ ラミケ ラミケゎ ヮルΕ  :  ゆよシャや        るヤヅゅよ    :  ュミェャや 

≫-  ¬ヱッヱ ラヱキよ ソゅカセΙや キェや ヴヤタ 

りケゅヰヅャや ヱワヱ りΚタャや るェタ ヅヱケセ ラョ ヅケセ ポケゎ ヮルΕ : ゆよシャや      るヤヅゅよ : ュミェャや 

√- るハゅョィャや りΚタ ヶプ ヮョゅョぺ ヵクャや パやケヘャや キシΑャ ュゅョΖャ ラΑヤタョャや キェや ュキボゎ 

Ε   : ゆよシャや    コヱィΑ  : ュミェャや りΚタャや メヅよΑ Ι ケΑシΑャや メバヘャや ラ 

 りΚタャや れΚヅよョ ラョ ラΑルをや ゆゎミや  : 
≒-      りΚタャや ヅヱケセ ラョ ヅケセ ポケゎ           ≪ –  りΚタャや ラゅミケぺ ラョ ラミケ ポケゎ 

≪-          りΚタャや るェヤタョ ケΑビ ヶプ やキョハ ュΚミャや√  - やキョハ  ゆケセャやヱ メミΙや 

∽-        ノヘゎケョ れヱタよ るヰボヰボャや                     ∝ –  ラョ メバプ りキゅΑコ やキョハ りΚタャや サルィ 

∝-  ラョ ラΑルをや ゆゎミやりΚタャや れゅワヱΚミョ      : 
≒-           りΚタャや ヶプ ゆぼゅをゎャや≪-           ラΑルΑバャや チΑョピゎ≫-  ラΑョキボャゅよ メΑをョゎャや 

√-    ゆヱをャや メキシヱ ュヘャや るΑヅピゎ   ∽-  ラΑハやケクャや スやケゎプや         ∝-  りΚタャゅよ ケタカゎャや 

 

 



 

≫≫ 

 أ / عبداحسن حمد

 サケギャやサキゅジャや   リレジャやヱ れゅらィやヲャゅよ モヨわムゎ ヶゎΚタ メゅイョ  ヮボヘャや るΒルゅんャや りギェヲャや 
 

:フΚゎカΙや ヮィヱぺ ゐΑェ ラョ ゅヰルルシヱ りΚタャや れゅよィやヱ ラΑよ ラケゅホ 

りΚタャや れゅよィやヱ りΚタャや ラルシ 
 聴 ヮよ ゲョぺ ゅョ ょィやヲャや-ヴャゅバゎ-  ュグΑヱ ュやゴャΗや ヮィヱ ヴヤハ

 ⇔ゅハゲセ ヮミケゅゎ 
 ヮィヱ ヴヤハ リムΑ ユャヱ ヶらレャや リハ ろらを ゅョ るレジャや

 ∩ュやゴャΗや.ヮミケゅゎ ょホゅバΑ Ιヱ ヮヤハゅプ ゆゅんΑヱ 
ャヲホ ゅヰヤミ りΚダャや れゅらィやヱヮΒ るΒャヲホ りΚダャや リレシ 

りΚダャや モトらΑ ⇔やギヨハ りΚダャや リョ ょィやヱ ポゲゎ  ヱ ラゅミ やクや
 ゅΒシゅル ヲヰジヤャ ギイジΑ 

 りΚダャや モトらΑ Ι ゅヰミゲゎ  やヲヰシ ヱぺ やギヨハ ¬やヲシ 

れΙゅェャや ヶプ ヮヤバプ ヶヤタョャや ヴヤハ ゆィΑ ヵクャや ゅョ :るΑゎΓや 

 ぺ-  ラョ ゅ⇔よィやヱ ポケゎ やクま ⇔やキョハ りΚタャや れゅよィやヱ      
      ヮルΕ りΚタャや キΑバΑヮゎΚタ れヤヅよ 
 ゆ- ヮΑヤΑ ヵクャや ラミケャや ヴャま メヱタヱャや キバよ Ιま ケミクゎΑ ュャヱ ⇔やヱヰシ りΚタャや れゅよィやヱ ラョ ゅ⇔よィやヱ ポケゎ やクま  

 ヮゎΚタ ラョ ヶボよ ゅョ ュゎΑ       ヱヰシャや ヶゎキィシ ュΑヤシゎャや メよホ キィシΑヱ 
ァ-  ⇔やキョハ りΚタャや ラルシ ラョ るΑャヱホ るルシ ポケゎ やクま 

        ヮΑヤハ ¬ヶセ Ι  るェΑェタ ヮゎΚタヱ 
  ∨ ラヱミゎ ヴゎョヱ ∩るシヤィャや ネヱル りケヱタ メミ キルハ ゆゎミぺ 

                                                 

 

                                       

 

 ラョ ラΑルをや ゆゎミや :)るΑャヱホ ゅヰヤミ( りΚタャや れゅよィやヱ 

≒-  メゅボゎルΙや れやケΑよミゎ        ≪- ロキョェ ラョャ 聴 ノョシ :メヱホ    ≫-  キョェャや ポャヱ ゅルよケ :メヱホ    
  √  - ネヱミケャや ヶプ ウΑよシゎャや                                   ∽-   キヱィシャや ヶプ ウΑよシゎャや                                   
∝-  ラΑゎキィシャや ラΑよ るシヤィャや ヶプ » ヶャ ケヘビや ゆケ« :メヱホ   ∵-  メヱΕや キヰセゎャや        ∫-   メヱΕや キヰセゎヤャ サヱヤィャや 
 

 

 

 

るシヤィャや ネヱル   : スやケゎプΙや                                     
ラヱミゎ   ヶプ  キヰセゎャや サヱヤィ ヶプ ラヱミゎヱ :

 るΑをΚをャやヱ るΑハゅよケャや りΚタャや ヶプ メヱΕや    
 ∩ラΑゎキィシャや ラΑよ サヱヤィャや キルハヱ 

  りΚタャや ヶプ ケΑカΕや キヰセゎャや キルハヱ
 るΑもゅルをャや 

 ポケヱゎャや :るシヤィャや ネヱル 

ラヱミゎ   ヶプ :   りΚタャや ヶプ ケΑカΕや キヰセゎャや
るΑをΚをャや ヱぺ るΑハゅよケャや    ケΑカΕや キヰセゎャや キルハヱ
 るΑもゅルをャや りΚタャや ヶプ 

 



 

≫√ 

 أ / عبداحسن حمد

 

  ゆシゅルョャや ラゅミョャや ヶプ るΑャヱボャや れゅよィやヱャや メィシ : 

ラミケャや  舍莊欷暘棔巍 徑恃巍欷棔巍 
≒ ネヲミゲャや ネヱミケャや ヶプ ウΑよシゎャや 
≪ネヲミゲャや リョ ノプゲャや.  ロキョェ ラョャ 聴 ノョシ :メヱホ 
≫ネヲミゲャや リョ メやギわハΙや.  キョェャや ポャヱ ゅルよケ :メヱホ 
√キヲイジャや .  キヱィシャや ヶプ ウΑよシゎャや 
 ∽リΒゎギイジャや リΒよ サヲヤイャや.  ラΑゎキィシャや ラΑよ るシヤィャや ヶプ » ヶャ ケヘビや ゆケ« :メヱホ 

∝るΒルゅんャや るバミゲャや ヶプ キヲイジャや リョ メやギわハΙや .   メヱΕや キヰセゎャや 
-  メゅョハぺ フルタ: ヶャゅゎャや メヱキィャや ヶプ ゅヰルョ メミ ラやヱルハ れェゎ るΑャゅゎャや りΚタャや 

      (  メゅボわルΙや れやゲΒらムゎ- ¬ゅハギャゅよ ヶゎΚタ ウわヘわシぺ-   メヱΕや ギヰゼわヤャ サヲヤイャやس るエゎゅヘャや り¬やゲホ ギバよ リΒョへ メヲホぺ -   
  ネヲミゲャや ヶプ ウΒらジわャや-  ロギヨェ リヨャ 聴 ノヨシ  メヲホ- ギヰゼわャや ギバよ ヶハキぺ - キヱィシャや ヶプ ウΑよシゎャや  ) 

 

 れゅよィやヱりΚタャや  りΚタャや ラルシ 

メゅボわルΙや ゲΒらムゎ ¬ゅハギャゅよ ヶゎΚタ ウわヘわシぺ-   

ネヲミゲャや ヶプ ウΒらジわャや るエゎゅヘャや り¬やゲホ ギバよ リΒョへ メヲホぺ 

メヱΙや ギヰゼわヤャ サヲヤイャや ロギヨェ リヨャ 聴 ノヨシ  メヲホ 

キヲイジャや ヶプ ウΒらジわャや ギヰゼわャや ギバよ ヶハキぺ 

  ヶヤタョャや ゅヰΑヤハ キィシΑ ヶゎャや ¬ゅッハΙや ゆゎミや  りΚタャや ヶプ: .  

     :   ¬ゅッハΙや ヮィヱャや( ノョフルΕや -    ラΑヘミャや-   ラΑゎよミケャや- ラΑョキボャや ) 

やャや ウヤヅタョャや ゆゎミヶハケセ  ゅョΑプヶゎΓや ヴルバョャや ヴヤハ メやキャや : 

≒- るレジャや :  ヶらレャや リハ ろらを ゅョ   ょホゅバΑ Ιヱ ヮヤハゅプ ゆゅんΑヱ ュやゴャΗや ヮィヱ ヴヤハ リムΑ ユャヱ.ヮミケゅゎ 
 ≪- ょィやヲャや :   聴 ヮよ ゲョぺ ゅョ-ヴャゅバゎ- .⇔ ゅハゲセ ヮミケゅゎ ュグΑヱ ∩ュやゴャΗや ヮィヱ ヴヤハ 

( るョΚハ ノッ √  りケゅよバャや ュゅョぺ ) × ( るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや ュゅョぺ ) るェΑェタ ケΑピャや  ヶヤΑ ゅョΑプ: 

≒-  ょィやヲャや  聴 ヮよ ゲョぺ ゅョ-ヴャゅバゎ- .⇔ ゅハゲセ ヮミケゅゎ ュグΑヱ ∩ュやゴャΗや ヮィヱ ヴヤハ    ( √ ) 

≪-  ュやケェΗや りケΑよミゎ りΚタャや れゅよィやヱ ラョ    .                                  ×( ) 

≫-  キヰセゎヤャ サヱヤィャやメヱΙや りΚタャや ラゅミケぺ ラョ ラミケ                           ) × ( 

√-   キヲイジャや ヶプ ウΒらジわャや りΚダャや リレシ リョ                                  . ( √  )   
 

 



 

≫∽ 

 أ / عبداحسن حمد

 サケギャや ノよゅジャや     ヶよルャゅよ ¬やキゎホや るェΑェタ ヶゎΚタ ヵキぼぺ )ヶボΑよヅゎ( 
 

メゅイョ     ヮボヘャや るΒルゅんャや りギェヲャや 
 

:りΚタャや ヶプ ネヱミケャや キルハ るルシャやヱ ゆィやヱャや ラΑよ 

 ょィやヲャやネヲミゲャや ヶプ : りギェやヱ りゲョ ) ユΒヌバャや ヶよケ ラゅエらシ( ネヲミゲャや ヶプ ウΒらジわャや 

ネヲミゲャや ヶプ るレジャやヱ  ギレハ ヵギΑ ノプケや ラぺヱ  ウΒらジわャや ヶプ りゲョ リハ ギΑコや ラぺ  :ネヲミゲャや リョ ノプゲャやヱ ネヲミゲャや 

 メヱシケャや ゅルョヤハ ヶゎャや ケゅミクΕや ゆゎミや ヶプ ゅワケミク  キヱィシャやヱ ネヱミケャや: 

: ネヲミゲャや ギレハ  ゲんミぺ ヱぺ ∩れやゲョ ゐΚを  ユΒヌバャや ヶよケ ラゅエらシ ∩ユΒヌバャや ヶよケ ラゅエらシ-  ユヰヤャや ポギヨエよヱ ユヰヤャや マルゅエらシ
ヶャ ゲヘビや -  ゥヱゲャやヱ るムもΚヨャや ゆケ サヱギホ ゥヲらシ ⊥ろ ∇ヨ∠ヤ ∇シ∠ぺ ∠マ∠ャ ∠ヱ ∩ ⊥ろ∇レ ∠ョへ ∠マ⌒よ ∠ヱ ∩ ⊥ろ∇バ∠ミ ∠ケ ∠マ∠ャ ｚユ ⊥ヰｚヤャや  

: キヲイジャや ギレハ  ゲんミぺ ヱぺ れやゲョ ゐΚを  ヴヤハΕや ヶよケ ラゅエらシ ∩ヴヤハΕや ヶよケ ラゅエらシ ∩ヴヤハΕや ヶよケ ラゅエらシ-  ゆゲホぺ
 ¬ゅハギャや やヱゲんミほプ ギィゅシ ヲワヱ ヮよケ リョ ギらバャや ラヲムΑ ゅョ ⊥ろ ∇ヨ∠ヤ ∇シ∠ぺ ∠マ∠ャ ∠ヱ ⊥れ∇ギ ∠イ∠シ ∠マ∠ャ ｚユ ⊥ヰｚヤャや  

 :  りΚダャや れゅらィやヱ リョ リΒレをや ょわミや-   

≒-        ロギヨェ リヨャ 聴 ノヨシ :メヲホ≪-   れやゲΒらムゎ        メゅボわルΙや≫ - ギヨエャや マャヱ ゅレよケ :メヲホ 
√-  ギヰゼわャや  メヱΕや              ∽- メヱΕや ギヰゼわヤャ サヲヤイャや                 ∝- ネヲミゲャや ヶプ ウΒらジわャや 
∵-              リΒゎギイジャや リΒよ るジヤイャや ヶプ د ヶャ ゲヘビや ゆケد :メヲホ∫- キヲイジャや ヶプ ウΒらジわャや 

 : るΒヤバヘャやヱ るΒャヲボャや りΚダャや  リレシ リョ リΒレをや ょわミや 

ュ ャや ラルシャや ラョるΑヤバヘ や ラルシャや ラョるΑャヱボャ 

≒  ネヱミケャや ラョ ノプケャやヱ ネヱミケャや キルハヱ ュやケェΗや りケΑよミゎ キルハ ラΑキΑャや ノプケぺ ¬ゅハキャゅよ ヶゎΚタ ウゎヘゎシぺ 

≪ ケキタャや ベヱプ ンケシΑャや ヴヤハ ヴルョΑャや ノッぺ ラへケボャや ¬やケホ キルハ ュΑィケャや ラゅヅΑセャや ラョ クヱバゎぺ 

≫  ヶプ スケゎプや メヱΕや キヰセゎャや ュΑェケャや ラョェケャや 聴 ュシよ り¬やケホ 

√  ヶルゅをャや キヰセゎャや ヶプ ポケヱゎぺ ラΑョへ メヱホぺ  るェゎゅヘャや り¬やケホ キバよ 

∽  チケΕや ラョ るバよシャや ¬ゅッハΕや ラミゅョぺヱ ヶヘルぺ ヴヤハ キィシぺ  るェゎゅヘャや キバよ ュΑケミャや ラへケボャや れゅΑへ ラョ ゅ ⇔ッバよ ぺケホぺ 

∝ ラΑクカヘャや ヴヤハ ラΑキΑャや ノッぺ  ヶプ ゅ ⇔ョゅョま れルミ ラま り¬やケボャゅよ ケヰィぺ るΑケヰィャや りΚタャや 

∵  キヰセゎャや ヶプ ケミクャや キルハ るよゅよシャゅよ ケΑセぺ  キヱィシャやヱ ネヱミケャや ヶプ りキェやヱャや るェΑよシゎャや ヴヤハ キΑコぺ 

∫  るェやケゎシΙや るシヤィ サヤィぺ  ラΑゎキィシャや ラΑよ りケヘピョャや メやぼシ ヶプ りケョャや ヴヤハ キΑコぺ 

∬  ラΑゎョΑヤシゎャや ヶプ メゅョセャやヱ ラΑョΑャや ラハ れヘゎャや  キヰセゎャや キバよ ヶハキぺ 

 



 

≫∝ 

 أ / عبداحسن حمد

-  :ゆよシャや ケミク ノョ るΑゎΓや れΙゅェャや ヶプ ュヤショャや メバヘΑ やクゅョ 
≒-  ヶヤタョャや キやコ ラミケ りΚタャや ラゅミケぺ ラョ やキョハ            :   ヮゎΚタ れヤヅよ 

≪-  ヶヤタョャや ヶシル ネヱミケャや ヶプ ウΑよシゎャや                     :    ヱヰシャや キヱィシ キィシ 

≫-  ヶヤタョャや ポケゎヱケキタャや ベヱプ ンケシΑャや ヴヤハ ヴルョΑャや ノッ            :  ヮェΑェタ ヮゎΚタ 

√-  ケヰドャや りΚタ ヒャゅよ ケΑピャや ヶよタャや ヴヤタ                :    ゅヰよやヱを ヮャヱ  るェΑェタ りΚタャや  

∽-  やキョハ りΚタャや ヶプ るェゎゅヘャや り¬やケホ ヶヤタョャや ポケゎ            ヮゎΚタ れヤヅよ    :ΕりΚタャや ラゅミケや ラョ ラミケ ゅヰル 

-  ヅカ ヮゎェゎ ゅョ ウェタ  るΑャゅゎャや れやケゅよバャや ヶプ: 
     ≒-  ヅヱケセ ラョるェタ            パヱヤよャや りΚタャや                             ( ゆヱィヱ ) 

≪- ヮゎΚタ りΚタャや ラルシ ラョ るルシ ポケゎ ヶヤタョャや キョバゎ やクや るヤヅゅよ      ) るェΑェタ ( 

≫- ラョ ラゅミケや ) れゅよィやヱ(                    キヱィシャやヱ ネヱミケャや ヶプ ウΑよシゎャや りΚタャや 

√-  ラョれゅよィやヱ ) ラルシ (          るェゎゅヘャや キバよ ラへケボャや ラョ ケシΑゎ ゅョ り¬やケホ りΚタャや 

∽-  りΚタャや ラルシ ラョるΑャヱボャや  ) るΑヤバプ(                 メヱΙや キヰセゎャや ヶプ スやケゎプΙ 

ヱキィャや ヶプ ゅヰルョ メミ ラやヱルハ れェゎ るΑャゅゎャや りΚタャや メゅョハぺ フルタ: ヶャゅゎャや メ 

  るルΑルほョヅャや (-   ラゅミケΕや ゆΑゎケゎ–  ゥゅゎヘゎシΙや ¬ゅハキ-   メゅボゎルΙや れやケΑよミゎ-   キョェ ラョャ 聴 ノョシ メヱホ-  キヱィシャや ヶプ ウΑよシゎャや -   

 メヱΕや キヰセゎヤャ サヱヤィャや–   るΑョシゎャや-   ネヱミケャや ラョ ノプケャや-  キヱィシャや–  キヰセゎャや キバよ ¬ゅハキャや-  るェゎゅヘャや り¬やケホ キバよ ラΑョへ メヱホ ) 

りΚタャや ラゅミケぺ りΚタャや れゅよィやヱ  りΚタャや ラルシ 

るルΑルほョヅャ や メゅボゎルΙや ケΑよミゎ ゥゅゎヘゎシΙや ¬ゅハキ 

 ラゅミケΙや ゆΑゎケゎ  キョェ ラョャ 聴 ノョシ メヱホ   るΑョシゎャや 

 ラョ ノプケャやネヱミケャや メヱΙや キヰセゎヤャ サヱヤィャや キヰセゎャや キバよ ¬ゅハキャや 

キヱィシャや キヲイジャや ヶプ ウΒらジわャや   ラΑョへ メヱホ   るェゎゅヘャや り¬やケホ キバよ 

 

 

 

 

 

 



 

≫∵ 

 أ / عبداحسن حمد

 サケギャや  リョゅんャや    るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ラハ ヶルゅシャ ラヱタぺ  ょΑグヰわャや メゅイョ るΒルゅんャや りギェヲャや 
 

るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ラョ メミ ヴルバョ ゆゎミぺ : 

るらΒピャや  :   ゲミクヮΒプ ヶワヱ ヮわらΒビ ヶプ ラゅジルΗや むヱゅジョ モバヘャやヱ メヲボャゅよ ラヲムゎヱ ) るよゅわムャやヱ りケゅセΗやヱ ∩るミゲエャゅミ( 

るヨΒヨレャや  :  ユヰレΒよ ネゅボΑΗやヱ ヂΑゲエわヤャ キゅジプΗゅよ サゅレャや リΒよ ヶバジャや るレΒピツャやヱ ¬やギバャゅよ ユヰよヲヤホ リエセヱ 

るΑゲガジャや  : モバヘャや ヱぺ メヲボャゅよ ユムヰわャやヱ ゴヨヤャやヱ ゴヨヰャゅよ リΑゲカΓや ケゅボわェや ゅよ ゴよゅレわャやヱ りケゅセΗや ヱぺゆゅボャΕ 

-  :ヶゎほΑ ゅョ メヤハ 

 ぺ- .ヅボプ メヱボャや ヴヤハ るよΑピャや ケゅタゎホや ュキハ 
りケゅセΗゅよ ヱ  れゅミケェャゅよ  ヱ メヱボャゅよ ラヱミゎ ゅヰルΕ 

ゆ- .るΑケカシャや ラハ ュΚシΗや ヶヰル 
 ゆよシゎ ゅヰルΕ ラΑョヤショャや ラΑよ ¬ゅッピよャやヱ  りヱやキバャや  ュヰルΑよ りヱカΕや ヅよやヱケ ペΑコョゎヱ 

サゅルャや ラΑよ るョΑョルャゅよ ヶセョΑ メΑョコャ るェΑタル ヮ ∂ィヱ. 

 ゅヰルΕ るョΑョルャや  ポケゎよ ヮェタルぺ サゅルャや ラΑよ るよェョャや ケタやヱぺ ノヅボゎ  サゅルャや  ラΑよ ュやケゎェΙや ゅヰよェゅタ キボヘゎ ラぺヱ

 ヮルゅシャ ドヘェΑュやケェャや ラハ  

√ -  キヱバショ ラよ 聴 キよハ ヶよゅェタャや るタホ メΚカ ラョ  :るΑゎΓや るヤもシΕや ラハ ゆィぺ 

 ぺ- ∨ キヲバジョ リよ 聴 ギらハ ヴヤハ ュヲボャや マエッ やクゅヨャ 

 キヲバジョ リよ 聴 ギらハ ベゅシ ブバッヱ るホキ リョ 

 ゆ-  メヲシゲャや キケ リョ ヮわヨヤバゎ ヵグャや ブホヲヨャや ゅョ   キヲバジョ リよ 聴 ギらハ るダホ ヶプ ヮよゅエタぺ ヴヤハ  ∨ 

 ュギハ リΑゲカΓや リョ るΑゲガジャや 

 ラΑルをや ゆゎミや るよΑピャや ュΚシΗや ゅヰΑプ ゥゅよぺ ヶゎャや ノッやヱョャや  : 

≒- ヶッゅボャや ギレハ ヶわヘわジヨャやヱ ユヤヌわヨヤャ                                ≪- ゲゼャや モワぺ リョ ゲΑグエわヤャ 

≫- ゾΒボレゎ ゲΒビ リョ リΒバョ ょボヤよ ゅ⇔プヱゲバョ ラゅジルΗや ラゅミ やクま ブΑゲバわヤャ 

√- ヮヤバヘΑ ゅョ ゲミグよ ゆやヲダャや ヶャま ヶタゅバャや キケヱ ゲムレヨャや ゲΒΒピわャ           ∽- ヮわハギよ ヱぺ ヮボジヘよ ゲワゅイヨヤャ 

 

 

 

 



 

≫∫ 

 أ / عبداحسن حمد

 ヮィヱ ゅョ  るΑャゅゎャや れやケゅよバャや メもゅホ ラョ:りキゅヘゎシΙや 

 ぺ– ( ¬やキ ヮルみプ サゅルャや ケミクヱ ュミゅΑまヱ ¬ゅヘセ ヮルみプ ヶャゅバゎ 聴 ケミクよ ュミΑヤハ ) 
  :  メもゅボャや ケョハ–  

りキゅヘゎシΙや ヮィヱ : ラΑョヤショャや ヴヤハ ケやケッぺ ラョ ゅヰャ ゅョャ るよΑピャや ラョ ケΑクェゎャや 

 ゆ– ( ュゅョゎャや ヶヤハ ポもプゅミぺ ラぺ ケキホや Ι ヶルみプ ヶルケクハゅプ ヮΑヤハ ポもプゅミぺ ラぺ れキケほプ ポゎゅルシェ ラョ ヶャま れΑキワぺ ポルぺ ヶルピヤよ キボャ  )   
: メもゅボャや   ラシェャや–  

 : るよシゅルョャやホ ゅルΚプ ラま : ヮャ メゅホ Κィケ ラぺペよヅ ヶヤハ ゅよヅケ ヮΑャま ゐバよプ ポよゅゎビや キ 

  ゆゎミや ゆゅよシぺ ラョ ΚミるΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや  : 
 

 ュ  るらΒピャや  るヨΒヨレャや  るΑゲガジャや 

≒ .ラゅョΑΗや フバッ .ロケΑビ ソΑボルゎよ ヮシヘル るΑミコゎ るΑワやケミャやヱ キシェャや 

≪ るΑルャや ¬ヱシ .ノョゅヅョャや ペΑボェゎ ケよミャや 
 

  ラョ ラΑルをや ゆゎミやるΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ケやケッぺ 

≒- サゅルャや ラΑよ るよェョャや ケタやヱぺ ノヅボゎ            ≪- ゅΑルキャや ヶプ ヮルハ ラゅョΑΗや ケヱル ゆワクゎ 

≫- るルィャや ラョ ュケェゎ                              √- サゅルャや ラΑよ ュやケゎェΙや ゅヰよェゅタ キボヘゎ 

 るΑャゅゎャや るΑハケセャや ソヱタルャや ラョ ァケカゎシや れゅプΓや: ヶャゅゎャや メヱィャや ヶプ  ゅヰルハ ヶヰルョャや 

ュ  ヶハゲゼャや ゾレャや ヴヤハ メギΑ 
≒  やヲ⊥ルヲ⊥ム∠Α ∇ラ∠ぺ ヴ∠ジ∠ハ ∃ュ ∇ヲ∠ホ ∇リ ⌒ョ ∀ュヲ∠ホ ∇ゲ ∠ガ∇ジ∠Α ∠Ι やヲ⊥レ ∠ョ∠へ ∠リΑ ⌒グｚャや ゅ ∠ヰぁΑ∠ぺ ゅ∠Αد ∠Ι ∠ヱ ∇ユ ⊥ヰ∇レ ⌒ョ や ⇔ゲ∇Β ∠カ

 やヱ ⊥ゴ∠よゅ∠レ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ∇ユ⊥ム∠ジ⊥ヘ∇ル∠ぺ やヱ ⊥ゴ ⌒ヨ∇ヤ∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ｚリ⊥ヰ∇レ ⌒ョ や ⇔ゲ∇Β ∠カ ｚリ⊥ム∠Α ∇ラ∠ぺ ヴ∠ジ∠ハ ∃¬ゅ∠ジ⌒ル ∇リ ⌒ョ ∀¬ゅ∠ジ⌒ル
 ∠ラヲ ⊥ヨ⌒ャゅｚヌャや ⊥ユ⊥ワ ∠マ⌒ゃ∠ャヱ⊥ ほ∠プ ∇ょ⊥わ∠Α ∇ユ∠ャ ∇リ ∠ョ ∠ヱ ⌒ラゅ ∠ヨΑ ⌒ ∇Ηや ∠ギ∇バ∠よ ⊥ベヲ⊥ジ⊥ヘ∇ャや ⊥ユ ∇シ ⌒Ιや ∠ザ∇ゃ⌒よ ⌒ゆゅ∠ボ∇ャ∠ ∇Εゅ⌒よ 

 ラハ ヶヰルャや るΑケカシャや 

 

≪ ぴ ∃リΒ ⌒ヰ ∠ョ ∃フ ｚΚ ∠ェ ｚモ⊥ミ ∇ノ ⌒ト⊥ゎ ∠Ι ∠ヱ≒≡ぴ ∃ユΒ ⌒ヨ∠レ⌒よ ∃¬ゅｚゼ ∠ョ ∃コゅ ｚヨ∠ワ び≒≒ ∃ネゅｚレ ∠ョ び 
ぴ ∃ユΒ⌒を∠ぺ ∃ギ∠わ ∇バ ⊥ョ ⌒ゲ∇Β ∠ガ∇ヤ⌒ャ≒≪ ∃ユΒ⌒ル ∠コ ∠マ⌒ャ∠ク ∠ギ∇バ∠よ ∃∂モ⊥わ⊥ハ び) 

 るョΑョルャや ラハ ヶヰルャや 

≫ ゅ∠Β⌒ボ∇ャや ∠ュ ∇ヲ∠Α ⌒サゅｚレャや ⌒∂ゲ∠セ ∇リ ⌒ョ ⊥ギ ⌒イ∠ゎ" 聴 メヲシケ メゅホ :メゅホ りゲΑゲワ ヶよぺ リハ や∠ク ⌒ ｚ乖 ∠ギ∇レ ⌒ハ ⌒る ∠ョ
" ∃ヮ ∇ィ ∠ヲ⌒よ ⌒¬ ∠Ι ⊥ぽ∠ワ ∠ヱ ∃ヮ ∇ィ ∠ヲ⌒よ ⌒¬ ∠Ι ⊥ぽ∠ワ ヶ⌒ゎ∇ほ∠Α ヵ ⌒グｚャや ⌒リ∇Β ∠ヰ ∇ィ ∠ヲ∇ャや 

 るョΑョルャや ラハ ヶヰルャや 

√ りゲΑゲワ ヶよぺ リハ    聴 メヲシケ ラぺ  ⊥ ｚ乖 : やヲ⊥ャゅ∠ホ ∨ " ⊥る∠らΒ ⌒ピ∇ャや ゅ ∠ョ ∠ラヱ ⊥ケ∇ギ∠ゎد :メゅホ
 ∠れ ∇ゲ∠ミ∠ク や∠ク⌒ま " : ∠メゅ∠ホ . ⊥ユ∠ヤ ∇ハ∠ぺ ⊥ヮ⊥ャヲ⊥シ ∠ケ ∠ヱ ∠ろ∇Α∠ぺ ∠ケ∠ぺ : ∠モΒ⌒ホ . " ⊥ヮ∠わ∇ら∠わ ∇ビや ⌒ギ∠ボ∠プ ∩ ⊥ロ ∠ゲ ∇ム∠Α ゅ ∠ヨ⌒よ ∠ポゅ ∠カ∠ぺ

 ∇ユ∠ャ ∇ラ⌒ま ∠ヱ ∩ ⊥ヮ∠わ∇ら∠わ ∇ビや ⌒ギ∠ボ∠プ ⊥メヲ⊥ボ∠ゎ ゅ ∠ョ ⌒ヮΒ⌒プ ∠ラゅ∠ミ ∇ラ⌒ま " : ∠メゅ∠ホ ∨ ⊥メヲ⊥ホ∠ぺ ゅ ∠ョ ヶ ⌒カ∠ぺ ヶ⌒プ ∠ラゅ∠ミ ∇ラ⌒ま
 ⊥ヮｚわ ∠ヰ∠よ ∇ギ∠ボ∠プ ⊥メヲ⊥ボ∠ゎ ゅ ∠ョ ⌒ヮΒ⌒プ ∇リ⊥ム∠Α) 

 るよΑピャや ラハ ヶヰルャや 

 

∽  るヘΑグェ リハ  :メゅホ 聴 メヲシケ ろバヨシ   د れゅわホ るレイャや モカギΑ Ι د: メヲボΑ  るョΑョルャや ラハ ヶヰルャや 

 



 

≫∬ 

 أ / عبداحسن حمد

 

るΑルゅをャや りキェヱャや るヤもシや メェ 
 

   るョΚハ ノッ(√)  るョΚハヱ るェΑェタャや りケゅよバャや キルハ( x) るェΑェタャや ケΑビ りケゅよバャや キルハ :ヶゎほΑ ゅョΑプ 

≒-  .ヶらヤムャや るΒェキ ヶよゅエダャや りケヲタ ヶプ モΑゲらィ モ∂ムゼゎ      (√) 

≪-  モΒプやゲシや .ベやコケΕやヱ れゅらレャやヱ ゲトヨャゅよ モ∂ミヲヨャや マヤヨャや      ) × ( 

≫-  .ヲヰジャや キヲイシ ょィヲΑ ⇔やヲヰシヱ ∩りΚダャや モトらΑ ⇔やギヨハ ょィやヲャや ポゲゎ(√) 

√- .¬ゅわヘわシΙやヱ ユぁヤヌわヤャ ゅヰレョ れΙゅエャや ヂバよ ヶプ るらΒピャや ュΚシΗや ゥゅよぺ ) × ( 

∽-  .ユΑゲムャや ラへゲボャや ゲよギゎ ソΚカΗや ヴヤハ リΒバゎ ヶわャや ケヲョΕや リョ(√) 

るΑゎΓや れゅビやケヘャや Ζョぺ :ヶルゅをャや メやぼシャや: 

≒- ラョ ュやケミャや るミもΚョャや れボヤカ ケヱル  ラョ ケセよャやヱ  ラΑヅ ラョ ラィャやヱ ケゅル  

≪- ラゅヘハ ラよ ラゅョをハ  .るミもΚョャや ヮルョ ヶェゎシゎ ヵクャや ヶよゅェタャや 

     ≫ -  メヱシケャや ヴヤハ ヶェヱャや メコル ゅョ メヱぺ   ぴ ペヤカ ヵクャや ポよケ ュシゅよ ぺケホや.び 

√-   ウャゅタャや メョバャや メヱよホ ヅヱケセ ラョ-  ヮよ ¬ゅィ ゅョャ ⇔ ゅボプやヱョ ラヱミΑ ラぺ メヱシケャや  - ヴャゅバゎ ヮャ ゅタャゅカ ラヱミΑ ラぺ 

∽-  ヱ メミセゎャや ヴヤハ るミもΚョャや りケキホるハケシャや   ヱるョΑドバャや りヱボャや 

:るΑゎΓや メもやキよャや ラΑよ ラョ ウΑェタャや メョミョャや ケゎカぺ :ゐャゅをャや メやぼシャや 
≒-  (           :るミもΚョヤャ るΑボ∇ヤ ∠カャや れゅヘタャや ラョ-  りケケよ ュやケミ-   ¬ゅΑェャや– るェルィΕや  ) 

≪-  (   :ラョ キヱィシャや メゅェ ラΑハやケクャや スやケゎプや-  ラルシャや-  れゅワヱケミョャや –  ) れΚヅよョャや 

 ≫-  ヮゎゅワヱケミョ ラョ ロヱケミョ ポケゎ(    :りΚタャや れΚヅよョ ラョ-   ゅヰヅヱケセ ラョ ヅケセ ポケゎ  -  ) ゅヰルルシ ラョ るルシ ポケゎ 

√-  メバヘャやヱ メヱボャゅよ ラヱミゎヱ ∩ヮΑプ ヶワヱ ヮゎよΑビ ヶプ ラゅシルΗや むヱゅショ ケミク (  るョΑョルャや- るよΑピャや – るΑケカシャや  ) 

:ゆヱヤヅョ ヱワ ゅョョ ラΑルをや ゆゎミぺ :ノよやケャや メやぼシャや 
≒-  :ラΑケプゅミャやヱ りゅタバャや ラョ ュやケミャや るミもΚョャや フホヱョ    ≒-  ュヰゎよェョ ュキハ   ≪ -   ュヰゎキゅバョヱ ュヰゎよケゅェョ 
≪-  :ソΚカΗや ヴヤハ ヶルルΑバゎ ヶゎャや ケヱョΕや              ≒- ユΑゲムャや ラへゲボャや ゲよギゎ          ≪- れやキゅらバャや リョ ケゅんミΗや 

≫-  Κタャや れゅよィやヱ                          り≒-        ネヱミケャや ヶプ ウΑよシゎャや≪-  ロキョェ ラョャ 聴 ノョシ メヱホ 
 :るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ケやケッぺ 

≒-  サゅルャや ラΑよ るよェョャや ケタやヱぺ ノヅボゎ            ≪- ゅΑルキャや ヶプ ヮルハ ラゅョΑΗや ケヱル ゆワクゎ 

-∽ :るよΑピャや ュΚシΗや ゅヰΑプ ゥゅよぺ ヶゎャや ノッやヱョャや ≒-  ユヤヌわヨヤャヶッゅボャや ギレハ ヶわヘわジヨャやヱ ≪-  ゲゼャや モワぺ リョ ゲΑグエわヤャ 

 

  



 

√≡ 

 أ / عبداحسن حمد

るΑゎΓや れゅヘΑケバゎヤャ ゆシゅルョャや ウヤヅタョャや ゆゎミぺ :サョゅカャや メやぼシャや: 

≒-  (るΑルャや  ) .ヮよやヱをヱ ヮゎゅッケョャ ⇔ ゅよヤヅヱ 聴 ヴャま ⇔ ゅよケボゎ メョバヤャ りキやケΗやヱ キタボャや 

≪- ソΚカΙや() .ヮャ ポΑケセ Ι ロキェヱ 聴 ヴャま ゅヰよ ゆケボゎャやヱ れゅハゅヅャゅよ ヴャゅバゎ 聴 キやケプま 

≫- ゆィやヱャや ( ) .⇔ ゅハケセ ヮミケゅゎ ュクΑヱ ∩ュやコャΗや ヮィヱ ヴヤハ ヴャゅバゎ 聴 ヮよ ケョぺ ゅョ 

√-るョΑョルャや (  ) サゅルャや ラΑよ ヶバシャやキゅシプΗゅよ ラェセヱ ∩ュヰルΑよ ネゅボΑΗやヱ チΑケェゎャやヱ るルΑピッャやヱ ¬やキバャゅよ ュヰよヱヤホ 

:ヶゎほΑ ゅョハ ゆィぺ :サキゅシャや メやぼシャや 
≒-  ∨ウャゅタャや メョバャや メヱよホ ヅヱケセ ゅョ 

 ヮよ ¬ゅィ ゅヨャ ⇔ ゅボプやヲョ ラヲムΑ ラぺ メヲシゲャや-            ヴャゅバゎ ヮャ ゅダャゅカ ラヲムΑ ラぺ  

≪-  ∨ヶェヱャや ネゅヅボルや キバよ ヶよルャや ラゅミ フΑミ 
 ネゅトボルや ギバよ ヶェヲャや  メヲシゲャや ラゴェ   ヶらレャや ヴレヨわプ ⇔やギΑギセ ⇔ ゅルゴェ モΑゲらィ モよゅボΑ ラぺ  るャゅシゲャや ゲョぺ ヮャ ギミぽΒャ ∩るΒルゅを りゲョ     

-≫  ケをぺ ゅョ∨りΚタャや ¬ゅルをぺ ヮミケゎヱ ロヱケミョャや メバプ 
ュ    ケをぺポケゎ  ヱケミョゅワ     メバプ ケをぺ ワヱケミョ れゅ  ヮミケゎヱ 
≒ るヤョゅミ りΚタャや ヮャ ゆゎミゎ  .るタホゅル りΚタャや ヮャ ゆゎミゎ 
≪  ヴャゅバゎ ぶ ゅよケボゎ ゅヰミケゅゎ ゆゅをΑ ゅヰヤハゅプ ゆやヱを ソボルΑ 
-√ ∨りΚタャや れゅよィやヱ ラョ ゆィやヱ ポケゎ ュミェ ゅョ 

-  りΚタャや れゅよィやヱ ラョ ゅ⇔よィやヱ ポケゎ やクま ⇔やキョハ  ヮルΕ りΚタャや キΑバΑヮゎΚタ れヤヅよ 
ヮゎΚタ ラョ ヶボよ ゅョ ュゎΑ ⇔やヱヰシ りΚタャや れゅよィやヱ ラョ ゅ⇔よィやヱ ポケゎ やクま ヱヰシャや ヶゎキィシ ュΑヤシゎャや メよホ キィシΑヱ 

-∽ ∨るΑケカシャやヱ るョΑョルャやヱ るよΑピャや ケやケッぺ ゅョ 

≒- サゅルャや ラΑよ るよェョャや ケタやヱぺ ノヅボゎ            ≪- ゅΑルキャや ヶプ ヮルハ ラゅョΑΗや ケヱル ゆワクゎ 

≫- るルィャや ラョ ュケェゎ                              √- サゅルャや ラΑよ ュやケゎェΙや ゅヰよェゅタ キボヘゎ  

-∝ ∨るよΑピャや ュΚシΗや ゅヰΑプ ゥゅよぺ ヶゎャや れΙゅェャや ゅョ 

≒- ヶッゅボャや ギレハ ヶわヘわジヨャやヱ ユヤヌわヨヤャ                                ≪- ゲゼャや モワぺ リョ ゲΑグエわヤャ 

≫-  ゲΒビ リョ リΒバョ ょボヤよ ゅ⇔プヱゲバョ ラゅジルΗや ラゅミ やクま ブΑゲバわヤャゾΒボレゎ 

√- ヮヤバヘΑ ゅョ ゲミグよ ゆやヲダャや ヶャま ヶタゅバャや キケヱ ゲムレヨャや ゲΒΒピわャ           ∽- ヮわハギよ ヱぺ ヮボジヘよ ゲワゅイヨヤャ 

 


