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 الوحدة التعلينية ااوى
 الكون واليظاو الشنسي

 ؟ الكون يتكون مه ِ( 1الدزس )
 ∨サゅレャや  ギボわバΑ ゅョヱ ラヲムわΑ ゅヨョヱ ラヲムャや ヲワ ゅョ : サ 

 . れやゲイヨャや リョ ギΑギバャや ラヲムャや ヵヲエΑヱ ンゲカΕや るΑヱゅヨジャや ュゅジィΙやヱ ュヲイレャや リΒΑΚョ リョ ノシやヲャや ラヲムャや ラヲムわΑ 
 ゲヨボャやヱ ザヨゼャやヱ チケΙや ヲワ ラヲムャや ラぺ サゅレャや ギボわバΑ . テボプ ¬ゅヨジャや ヶプ ゅヰルヱギワゅゼΑ ヶわャや ュヲイレャやヱ 

∨ るΒルヲムャや / るΒムヤヘャや / るΑヱゅヨジャや ュやゲィΕや ヶワ ゅョ :サ 
  :ゅヨワ リΒハヲレャ ユジボレゎヱ ヶィケゅガャや ¬ゅツヘャや ヶプ キヲィヲョ ユジィ モミ ヲワ 
ぺ- .ザヨゼャや メヲェ ケヱギゎ ヶわャや ヶジヨゼャや ュゅヌレャや ュやゲィや 

ゆ- .ヶジヨゼャや ュゅヌレャや キヱギェ ァケゅカ ノボゎ ヶわャや りギΒバらャや ¬ゅツヘャや ュやゲィぺ 
ャや ヶワ ゅョ : サ ∨ るルゅらわャや ゆケギよ キヲダボヨャや ゅョヱ ∨ れやゲイヨ 

 : りゲイヨャや  ンゲカぺ るΒルヲミ ュゅジィぺヱ ケゅヨホΙやヱ ょミやヲムャやヱ ュヲイレャや リョ ノヨイゎ リハ りケゅらハ. 
   るルゅらわャや ゆケキ:  るΒボよヱ チケΙや ∩ ザヨゼャや ゅヰΒャま ヶヨわレゎ モムゼャや るΒルヱゴヤェ りゲイョ ヶワ

. るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲムャや 

 :ゅヨヰレΒよ ベゲヘャやヱ ゅヨヰΑゲバゎヱ ょミやヲムャやヱ ュヲイレャや* 
ルケゅボヨャや ヮィヱる ュヲイレャや ょミやヲムャや 

ブΑゲバわャや   ⇔や¬ヲッ ノゼゎ るゃΒツョ るΑヱゅヨシ ュやゲィぺ
. ¬ゅツヘャゅよ ウらジゎヱ りケやゲェヱ 

 メヲェ ケヱギゎ  るヨわバョ るΑヱゅヨシ ュやゲィぺ
 ウらジゎヱ るわよゅを れやケやギョ ヶプ ザヨゼャや

. ¬ゅツヘャゅよ 

¬ヲツャや ケギダョ り¬ゅッΗや るΒゎやク ¬ヲツャや ゅヰレョ ゑバらレΑ ∩
ヂΒョヱ ゅヰャヱ 

ルぺ ヴレバヨよ るヨわバョ ュヲイレャや ¬ヲッ ザムバゎ ゅヰ
ゅヰレョ るらΑゲボャやヰャ ザΒャヱ ∩るヨヤヌョヱ ヂΒョヱ ゅ 

りケやゲエャや ケギダョ りケやゲエャや るΒゎやク るィケキ ノヘゎゲゎ ∩
. ⇔やギィ ゅヰゎケやゲェ . ゅヰレョ るらΑゲボャや ュヲイレャや りケやゲェ ザムバゎ 
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 (  هب النظبم الشوسً ؟2الدرش )
 ヱ チケΕや マャク ヶプ ゅヨよ るΑヱゅヨシ ュやゲィぺ リョ ゅヰャヲェ ケヱギΑ ゅョ ノΒヨィヱ ザヨゼャや リョ ラヲムわΑ

.ケゅヨホΕやヱ ンゲカΕや ょミやヲムャや 

 ジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲミ キギハるΒ   ょミやヲミ るΒルゅヨを : 

 ザヨゼャや ヴャま ゆゲホΙや ょミヲムャや  キケゅトハ : 

 ザヨゼャや リョ ギバよΕや ょミヲムャや  ラヲわらΒル : 

  ∨ ヶジヨゼャや ュゅヌレャや ヶプ チケΕや ょΒゎゲゎ ゅョゑャゅんャや  

 ∨ヂバらャや ゅヰツバらよ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲミ ュギトダゎ Ι やクゅヨャ : サ 

 ギわプ ヮよ ケゅジョ ヱぺ ケやギョ ょミヲミ モムャ ラΕ ゅヰツバらよ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲミ ュギトダゎ Ι ょミやヲムャや ケヱ

. ゅヰレョ るヘヤわガョ キゅバよぺ ヴヤハヱ )ヵヱゅツΒよ (  ヶイΒヤワぺ モムセ れやク るΒヨワヱ れやケやギョ ヶプ ザヨゼャや メヲェ 

(  ユホゲャや リョ ⇔ゅもギわらョ ザヨゼャや リョ  ゅヰよゲホ ょジエよ  るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲミ ょゎケ : サ≒ : ) 

ラヲわらΒル ンゲわゼヨャや りゲワゴャや チケΕや オΑゲヨャや サヲルやケヱぺ キケゅトハ モェコ 
∫ ∽ ≪ ≫ √ ∵ ≒ ∝ 

 

 نظام الشمسي؟ما خصائص كواكب  ال
 ∨ るΒジヨゼャや るハヲヨイヨャや ょミやヲミ ブヤわガゎ ブΒミ : サ 

  ブヤわガゎ ヶプ ⇔ゅツΑぺ ブヤわガゎヱ ザヨゼャや リョ ゅヰよゲボャ ⇔ゅボらデ ゅヰゎケやゲェ るィケキヱ ゅヰゎゅルヲムョヱ ゅヰョゅイェや ヶプ

.りゲワゴャやヱ キケゅトハ モんョ ケゅヨホぺ Κよ ょミやヲミ ポゅレワヱ ょミヲミ  モミ メヲェ ケヱギゎ ヶわャや ケゅヨホΙや キやギハぺ 

 れやコゅビ リョ ラヲムわゎ ゑΒェ ヶジヨゼャや ュゅヌレャや ゴミゲョ ヶワ ザヨゼャや  ⇔や¬ヲッ ノゼΑ ユイル ザヨゼャやヱ るらヰわヤョ 

. ¬ゅツヘャや ヶプ れゅワゅイゎΙや ノΒヨィ ヶプ ゲゼわレΑ ヶホゅらャやヱ チケΖャ マャク リョ ¬ゴィ モダΑヱ ∩ りケやゲェヱ 
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ょミヲムャや ロゴΒヨΑ ゅョ ユワぺ ケゅヨホΕや キギハ 
 ) メヱΙや ( キケゅトハ  ⇔ゅヨイェ ゲピタΙやط  ザヨゼヤャ ゆゲホΙやط  るバヘゎゲョ ヮゎケやゲェ ケゅヨホぺ ヮャ ギィヲΑ Ι 
 ) ヶルゅんャや( りゲワゴャや  チケΕや ユイェ ゆケゅボΑط シぺ ヮエトシ ヴヤハ ょミやヲムャや リガ

 メヲヰシヱ ラゅΑキヱ 
 ケゅヨホぺ ヮャ ギィヲΑ Ι 

 ) ゑャゅんャや ( チケΕや   りゅΒエャや ょミヲムよ ヴヨジΑヱ ¬ゅヨャやヱ リΒイジミΙや りゲプヲよ コゅわヨΑ  ギェやヱ ゲヨホ ヮャ 
 ) ノよやゲャや ( オΑゲヨャや   ギΑギエャや リョ りゲΒらミ れゅΒヨミ キヲィヲャ ゲヨェΕや ょミヲムャゅよ ヴヨジΑ

 リΒィヱゲわΒレャや リョ ラヲムわΑヱ ペΒホケ ヵヲイャや ヮプΚビヱ ヮわよゲゎ ヶプ
や ヶルゅをヱ.ラヲよゲムャや ギΒジミ 

  ラやゲヨホ ヮャ 

 )ザョゅガャや ( ンゲわゼヨャや   リΒィヱゲわΒレャや リョ ヵヲイャや ヮプΚビ ラヲムわΑヱ ょミやヲムャや ゲらミぺ
 ¬やゲヨェ るバボよ キヲィヲよ コゅわヨΑ ゅヨミ ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅをヱ

. ヮエトシ ヴヤハ 

  ヮャ≒≪  ⇔やゲヨホ 

 )サキゅジャや ( モェコ  ヵヲイャや ヮトピッヱ ∩ ヮよ テΒエゎ るバョΙ れゅボヤェ キヲィヲよ コゅわヨΑ
ギΒヰャや コゅビ るらジル ヮΒプ ノヘゎゲゎヱ ヶャゅハ  ヶルゅを ヲワヱ リΒィヱケ

 ⇔ゅヨイェ ょミやヲムャや 

 ヮャ≒∫  ⇔やゲヨホ 

  ) ノよゅジャや (サヲルやケヱぺ  ⇔やギィ るツヘガレョ ヮゎケやゲェ るィケキヱ ⇔ゅヨイェ ょミやヲムャや ゑャゅを  ヮャ≒∽  ⇔やゲヨホ 
 )リョゅんャや ( ラヲわらΒル  ザヨゼャや リハ ロギバらャ りギΑギゼャや ヮゎキヱゲらよ コゅわヨΑ  ヮャ∫  ケゅヨホぺ 

 

ャや ヶプ ヶジヨゼャや ュゅヌレャや ょミやヲミ ヶプ ゲプヲわゎ ヶわャや りゅΒエャや れゅョヲボョ ょわミや : サ モイシ ユを ∩ リΒトトガヨ
. メヱギイャや ヶプ ゆヲヤトヨャや 

 リΒイジミΙや ( ゅワゲプやヲゎ ゆヲヤトヨャや れゅョヲボヨャやِ  ¬ゅヨャやِ  ヵヲイャや フΚピャやِ  るΒッケΙや るΒよクゅイャやِ  ) るらシゅレヨャや りケやゲエャや 

ょミヲムャや ズΒバャや るΒルゅムョま るャキΕや 
りゲワゴャや ズΒバャや リムヨΑ Ι りケやゲェ ょミやヲムャや リガシや 

サヲルやケヱぺ ズΒバャや リムヨΑ Ι ヲミ ヮルぺ ゅヨミ りケやゲェ ょミヲムャや キゲよぺ  ょミ
.るらヤタ キやヲョ ヴヤハ ヵヲわエΑ Ι ヵコゅビ 
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 るョゅワ れゅョヲヤバョ 

 チケΙや ょミヲミ . りゅΒエヤャ ょミやヲムャや ょジルぺ ヲワ 
 モェコ ょミヲミ  ょミヲミ ヮルぺ ゅヨミ ⇔やギィ メゅハ ヵヲイャや ヮトピッ ラΕ りゅΒエヤャ ウャゅタ ゲΒビ

. るらヤタ キやヲョ ヴヤハ ヵヲわエΑ Ι ヵコゅビ 
 りゲワゴャや ょミヲミ  ュギハヱ りギΑギゼャや ヮゎケやゲェ るィケキ ネゅヘゎケΙ りゅΒエヤャ ウャゅタ ゲΒビ

 ¬ゅヨャや ヴヤハ ヮもやヲわェや. りゅΒエヤャ るエャゅタ ょジレよ リΒイジミΙやヱ 
 サヲルやケヱぺ ょミヲミ  ヵコゅビ ょミヲミ ヮルや ゅヨミ ょミやヲムャや キゲよぺ ヮルΕ りゅΒエヤャ ウャゅタ ゲΒビ

. るらヤタ キやヲョ ヮΒプ ギィヲわΑ Ι 
  ヲワ りゅΒエャや れゅョヲボョ ヮΒプ ゲプやヲわゎ ヵグャや ょミヲムャや チケΙや 

 ∨ チケΙや ょミヲミ ウトシ ヴヤハ りゅΒェ キヲィヱ : ゲジヘゎ ゅヨよ : サ 
 ヴヤハ ギィヲΑ ヵグャや ギΒェヲャや ょミヲムャや ヲワ チケΙや ょミヲミ : ょらジよ りゅΒェ ヮエトシ 

  るΒヤヨバャ ュコΚャや ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅをヱ ザヘレわヤャ ュコΚャや リΒイジミΙや ヴヤハ ヵヲわエΑ ヵヲイャや ヮプΚビ ラΕ
.ヶもヲツャや ¬ゅレらャや 

 ザヨゼャや リハ ょシゅレヨャや ロギバらャ  りゅΒエヤャ るらシゅレョ ヮエトシ ヴヤハ りケやゲエャや るィケキヱ ¬ゅョ ヮよ ギィヲΑ 
  ヮッケぺ ヴヤハ りゅΒエヤャ リΒらシゅレョ ヮエトシ ヴヤハ ヵヲイャや テピツャやヱ るΒよクゅイャや りヲホ 
 ヤタ ょミヲミ. ヮΒヤハ ポゲエわャや れゅレもゅムャや ノΒトわジゎ ザよゅΑ ょ 

 チケΕや ょミヲミ れやゴΒヨョ ヶワゅョ 
 

チケΙや ょミヲミ れやゴΒヨョ りゅΒエヤャ ヮわΒヨワや 
: ¬ゅヨャや ゲプヲゎ  ヶもヲツャや ¬ゅレらャや るΒヤヨハヱ ゆゲゼャやヱ るΒエャや れゅレもゅムヤャ るョコΙ 

: ヵヲイャや フΚピャや 

 ザヘレわヤャ ュコΚャや リΒイジミΙや ヴヤハ ヵヲわエΑ 
  ¬ゅレらャや るΒヤヨバャ ュコΚャや ラヲよゲムャや ギΒジミや ヶルゅを ヴヤハ ヵヲわエΑ

やヶもヲツャ 
 . りケゅツャや るバセΙや リョ チケΙや ヶヨエゎ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ 

: るΒッケΙや るΒよクゅイャや   るΒエャや れゅレもゅムャやヱ ¬やヲヰャや リョ チケΙや れゅルヲムョ ラやゲΒデ ノレヨゎ
ヶィケゅガャや ¬ゅツヘャや ヴャま チケΕや れやキゅヨィヱ 

: るらシゅレヨャや りケやゲエャや るィケキ 
  るららジョ りギΑギセ ヶワ Κプ るΒエャや れゅレもゅムヤャ るらシゅレョ りケやゲェ

チケΕや ヴヤハ ヲワ ゅョ モミ ベやゲわェΙ  るららジョ るツヘガレョ ヶワ Ιヱ
. ヶェ ヲワ ゅョ モミ ギヨイゎ 
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 (حركة اأرض
≒-  : ゅワケヲエョ メヲェ チケΙや るミゲェ 

  ケゅヰレャやヱ モΒヤャや ょホゅバゎ りゲワゅニ ゅヰレハ ほゼレΑ 
  モミ りゲョ ゅワケヲエョ メヲェ チケΙや ケヱギゎ≪√ .ケゅヰレャやヱ モΒヤャや ょホゅバわΑヱ るハゅシ 
 .⇔∠Κもゅョ ラヲムΑ チケΙや メヲエョ ラΕ ケゅヰレャやヱ モΒヤャや リΒよ ヵヱゅジわョ ゲΒビ れゅハゅジャや キギハ 

≪-  : ザヨゼャや メヲェ チケΙや るミゲェ 

 . るバよケΙや メヲダヘャや ょホゅバゎ りゲワゅニ ゅヰレハ ほゼレΑ 
  モミ りゲョ ザヨゼャや メヲェ チケΙや ケヱギゎヱ≫∝∽ .るバよケΕや メヲダヘャや ょホゅバわΑヱ ュヲΑ 

∨ チケΙや ケヲエヨよ キヲダボヨャや ゅョ : サ 

 . 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 モもゅョ ヶヨワヱ テカ ヲワ 

∨ ケゅヰレャやヱ モΒヤャや ょホゅバゎヱ チケΙや ケヲエョ モΒョ るΒヨワぺ アわレわシや :サ  モΒョ リΒよ るホΚバャや ゅョヱ
 ∨ケゅヰレャやヱ モΒヤャや ょホゅバゎヱ チケΙや ケヲエョ 

 モミ ゅワケヲエョ メヲェ チケΕや ケヱギゎ≪√   キギハ ラヲムΑヱ ケゅヰレャやヱ モΒヤャや ゅヰΒプ ょホゅバわΑヱ るハゅシ
 モもゅョ チケΕや ケヲエョ ラΕ ケゅヰレャや れゅハゅシ キギバャ ヱゅジョ ゲΒビ モΒヤャや れゅハゅシ≪≫. るィケキ 

∨るΒッケΕや りゲムャや リョ ヶャゅヨゼャや ブダレャや モんヨΑ るレジャや メヲダプ ヵぺ : サ 

 ブΒダャや 

 サ ∨ るΒッケΕや りゲムャや リョ ヶよヲレイャや ブダレャや モんヨΑ るレジャや メヲダプ ヵぺ : 

    ブΒダャや 

 ∨ザヨゼャや メヲェ るヤョゅミ りケヱキ モヨムわャ チケΕや ゅヰホゲピわジゎ ヶわャや るΒレョゴャや りギヨャや ゅョ : サ 

 ≫∝∽. ュヲΑ  ノよケヱ ュヲΑ 
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 リΒよ るホΚバャや ゅョ ヱや ∨るバよケΕや るレジャや メヲダプ ょホゅバゎヱ チケΕや ケヲエョ モΒョ るΒヨワぺ ゅョ : サ

ジャや メヲダプ ょホゅバゎヱ チケΙや ケヲエョ モΒョ∨るバよケΕや るレ 

  チケΕや ¬やゴィぺ ヴャま モダゎ ヶわャや ¬ヲツャや るΒヨミ ヶプ チケΙや ケヲエョ モΒョ ゲをぽΑ

 ゲらミぺ モムゼよ ゲセゅらヨャや ザヨゼャや ¬ヲッ リョ るΒヨミ チケΙや ヴャま モダゎ ゑΒェ るヘヤわガヨャや

 ブΒダャや モダプ ヶプ チケΕや リョ ヶャゅヨゼャや ¬ゴイャや ヴヤハ  ザヨゼャや るバセや ゲゼわレゎ ゑΒエよ

 ゐギエΑ ゅヨレΒよ ゅヰゎケやゲェ るィケキ リョ ノプゲわプ ¬ゴイャや ヴヤハ ⇔ゅΑキヲヨハ るトホゅジャや ヶプ ザムバャや

 りゲムャや リョ ヶよヲレイャや ¬ゴイャや ヴヤハ るヤもゅョ ザヨゼャや るバセぺ テボジゎ ゑΒエよ ¬ゅわゼャや モダプ

 りゲΒらミ るェゅジョ ヴヤハ ゲゼわレわプ るΒッケΕや. 

  ネゅヘゎケゅよ ろΑヲムャや るャヱキ ゴΒヨわゎ : サ ゥゲセや . ザトジビぺ ゲヰセ ヴャま ヲΑゅョ ゲヰセ リョ りケやゲエャや るィケキ

. チケΙや ケヲエョ メヲェ ヮわシケキ ゅヨよ るルゅバわシΙゅよ マャク ゆゅらシぺ 

  チケΕや ¬やゴィや モダゎ ヶわャや ¬ヲツャや るΒヨミ ヶプ  チケΙや ケヲエョ モΒョ ゲをぽΑ

 ゲらミや モムゼよ ゲセゅらヨャや ザヨゼャや ¬ヲッ リョ るΒヨミ チケΙや ヴャま モダゎ . るヘヤわガヨャや

 ヶプ チケΕや リョ ) ヶャゅヨゼャや ブダレャや ヶプ ろΑヲムャや ノボゎ ( ヶャゅヨゼャや ¬ゴイャや ヴヤハ

 ¬ゴイャや やグワ ヴヤハ ⇔ゅΑキヲヨハ るトホゅジャや ザヨゼャや るバセぺ ゲゼわレゎ ゑΒエよ ブΒダャや モダプ

 るィケキ リョ ノプゲわプ. ゅヰゎケやゲェ 

 ∨ ザヨゼャや メヲェ ラやケヱギャや リハ チケΕや ろボプヲゎ やクま ゐギエΑ やクゅョ : サ 

  ブΒダャや ( るバよケΕや るレジャや メヲダヘャ ょホゅバゎ ゐギエΑ Ιِ ¬ゅわゼャや-   ブΑゲガャやِ ) ノΒよゲャや 
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 طبقات الغاف  اجوي ِالوحدة التعلينية الثاىية 

 ماذا حيط باأزض ؟
 フヱゲヌャや ゅョ : サれゅΒルゅムョΗやヱ  ゅΒエャ るョコΚャや∨ るΒエャや れゅレもゅムャやヱ れゅホヲヤガヨャや り 

  りケやゲエャや るィケキヱ ¬ゅヨャやヱ ¬やグピャやヱ りゅΒエャや ゲワゅヌョ ギェぺ ザヘレわャやるらシゅレヨャや. 

 ∨ るバΒらトャや ヶプ リΒイジミΙや コゅビ ギィヲΑ リΑぺ : サ 

   チケΙや ヲエル ゆグイレゎ れやコゅピャや リョ るハヲヨイョ ヲワヱ ∩ ヵヲィ フΚビ チケΕゅよ テΒエΑ
  フΚピャや やグワ ヶプ リΒイジミΕや るらジルヱ るΒッケΙや るΒよクゅイャや モバヘよ≪≒. % 

: サ  ∨ ヵヲイャや フΚピヤャ ラゅΒシゅシΕや ラゅルヲムヨャや ゅョ 

  . ンゲカや れやコゅビヱ リΒィヱゲわΒルヱ  リΒイジミぺ 

∨ ヵヲイャや フΚピャや ヶプ るヤΒゃッ ょジレよ ギィやヲわゎ ヶわャや れやコゅピャや ヂバよ ゲミクぺ : サ 

 ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを コゅビ .: ⇔やギィ るヤΒヤホ るらジル ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを るらジル  コヱゅイわΑ Ι
 ンギバわゎ Ι≒ ラヲムわΑ ヶわャや ンゲカΓや れやコゅピャや るらジル リョ %. ヵヲイャや フΚピャや ゅヰレョ 

 ンゲカΕや れやコゅピャや : . ゅワゲΒビヱ ¬ゅヨャや ケゅガよヱ ュヲΒヤΒヰャやヱ ラヲΒレャやヱ ラヲィケΕや 

 るらジレよ ギィヲΑ ヵグャや コゅピャや ゅョ : サ≪≒ ∨ ロゴョケ ゅョヱ ヵヲイャや フΚピャや ヶプ % 

  リΒイジミΙや コゅビO2    

 れやコゅビ リΒよ ヴヤハΕや ろジΒャ ヮわらジル やクゅヨャ  りゅΒエャや コゅビ ヲワ リΒイジミΕや コゅビ : モヤハ : サ
 ∨ ヵヲイャや フΚピャや 

  コゅビ るらジル キゅΑキコや  ラΕ ヴヤハΕや ろジΒャ ヮわらジル ∩ メゅバわセΚャ ギハゅジョ コゅビ ヲワ リΒイジミΙや
 リョ  ゲんミぺ リΒイジミΙや≪≒ リョ ギΑゴΑ %メゅバわセΙや  ⇔ゅボΑゲェ ょらジΑ ラぺ リムヨヨャや リョヱ

. ヮΒヤハ りゲトΒジャや ょバダΑ 
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 リハ リΒイジミΕや るらジル ろヤホ  ヲャ ゐギエΑ やクゅョ : サ≪≒ ∨ % 

 . ⇔ゅホゅレわカや るΒエャや れゅレもゅムャや れヲヨゎ ギホ 

Κピャや れゅボらデ ヶワ ゅョ : サ ウトシ リハ るボらデ モミ ネゅヘゎケやヱ ∨ ゅヰもゅヨシぺヱ ∩ ヵヲイャや フ
 ∨ チケΙや 

 : ユワ れゅボらデ りギハ リョ ヵヲイャや フΚピャや ラヲムわΑ 
ぺ - : ゲΒヘシヲよゲわャや  ギバよ ヴヤハ ラヲムゎヱ ゅレョ るらΑゲボャや るボらトャや ヶワ≒≡  ウトシ リョ ユミ

. チケΙや 
ゆ - : ゲΒヘシヲゎやゲわジャや  ギバよ ヴヤハ ラヲムゎ∽≡ チケΕや  ウトシ リョ ユミ 
れ - : ゲΒヘシヱゴΒヨャや  ギバよ ヴヤハ ラヲムゎ∫≡  チケΙや ウトシ リョ ユミ 
ゐ - ャやゲΒヘシヲョゲΒん  ギバよ ヴヤハ ラヲムゎ :≒≡≡≡ チケΙや ウトシ リョ ユミ 

 = ゲわョ ヲヤΒミ = ユミ : ラぺ ナェΙ≒≡≡≡ ゲわョ 
 ∨ チケΙや ょミヲムよ ⇔ゅトΒエョ ヵヲイャや フΚピャや ¬ゅボよ ヴヤハ ナプゅエΑ ヵグャや ゅョ : サ 

 . るΒッケΙや るΒよクゅイャや 

 خصبئص الغاف اTىي  
  ∨ ヵヲイャや フΚピャや るΒヨワぺ ゅョ : サ  

 や れゅレもゅムャや ヴヤハ ぶや ユバル リョ ヲワ ヵヲイャや フΚピャや ヲヰプ チケΕや ウトシ ヴヤハ ズΒバゎ ヶわャや るΒエャ
 : ヴヤハ モヨバΑ 

≒- . チケΕや ょミヲミ ヴヤハ ¬ヲツャや ケゅゼわルや ユΒヌレゎ 
≪-   れゅホヲヤガヨャや ノΒヨィ りゅΒエャ ュコΚャや めプギャや ゲプヲΑ 
≫- . ¬ゅツヘャやヱ チケΙや リΒよ メゅダゎや るトシやヱ モムゼΑ 
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ゅヰダもゅダカヱ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ 
るボらトャや ゅヰダもゅダカ ネゅヘゎケΙや 

 ゲΒヘシヲよゲわャや ≒- ゲホΕや るボらトャや リョ りゲΒらミ るらジル ヵヲエゎヱ∩ チケΙや ヴャま ゆ
 ¬ゅヨャや ケゅガよ 

≪-  るΑヲイャや ゲワやヲヌャや ユヌバョ ゅヰΒプ ゐギエゎケゅトョΕゅミ  ゆゅらツャやヱ
 テピッ リョ ゅヰバらわΑ ゅョヱ ォゅレヨャやヱ ザボトャや れゅらヤボゎヱ ュヲΒピャやヱ

. りケやゲェヱ るよヲデケヱ 

≒≡  ユミ 

 ゲΒヘシヲゎやゲわジャや ≒-   るΑヲイャや ゲワやヲヌャや リョ ヲヤガゎ ゅヰルΕ ヲイャや ケやゲボわシゅよ コゅわヨゎ
. ュヲΒピャやヱ ゆゅらツャやヱ ケゅトョΙゅミ 

≪- ゎ るバセぺ ヴヤハ チケΕや ヶヨエゎ ヶわャや ラヱコヱΙや るボらデ ヵヲエ
. ザヨゼャや リョ るんバらレヨャや りケゅツャや るΒイジヘレらャや ベヲプ ザヨゼャや 

∽≡ ユミ 

 ゲΒヘシヱゴΒヨャや ≒-  ヴャま りケやゲエャや るィケキ ゅヰΒプ ゾホゅレわゎ ゑΒエよ りキヱゲよ れゅボらトャや ゲんミぺ
(-≒≡≡. るΑヲゃョ るィケキ ) 

≪- . ¬ゅツヘャや リョ るョキゅボャや ょヰゼャや リョ チケΕや るΑゅヨェ ヴャヲわゎ 
≫- メヲエわΒプ ¬ゅヨャや ケゅガよ ゅヰΒプ ギヨイわΑ . るΒイヤを ょエジャ 

∫≡  ユミ 

 ゲΒヘシヲョゲΒんャや ≒-   ¬ゅツヘャや ヴャま ゲヨわジゎヱ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ ヴヤハぺ
 ヶィケゅガャや 

≪-  ヶヘわガΑ キゅムΑ ¬やヲヰャや リョ るヤΒヤホ るΒヨミ ゅヰΒプ ギィヲゎ 
≫-  : リΒもゴィ ヴャま ユジボレゎヱ りケやゲェ れゅボらトャや ゲんミぺ 

  れゅィヲョ ザムバΑ : )ゲΒヘシヲルヲΑΙや ( ゅヰレョ  ヶヤヘジャや ¬ゴイャや
. チケΙや ヴャま ヲΑキやゲャや 

 ジミΙや ( ヵヲヤバャや ¬ゴイャや  ユヌバョ ヮΒプ ケヱギゎ : )ゲΒヘシヲ
. チケΕや メヲェ るΒハゅレダャや ケゅヨホΕや 

≒≡≡≡ ユミ 

 

 ∨ マャク ゅヰレムヨΑ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ ヵや ヶプ ¬ゅヨジャや ヶプ れやゲもゅトャや ペヤエゎ : サ
∨ポケゅΒわカや ょらシ ゲジプ 

   ヶプ ュゅわャや ケやゲボわシΙゅよヱ ゅヰゎケやゲェ るィケキ ヶプ ユヌわレョ キゅΑキコゅよ ゲΒヘシヲゎやゲわシΙや るボらデ ゴΒヨわゎ
 ∩ ゅヰΒプ ¬ゅヨャや ケゅガよ ュギバレΑ ゑΒェ ゅワヲィ ゆゅらツャやヱ ュヲΒピャや ( るΑヲイャや ゲワやヲヌャや リョ やヲヤガゎ ゅヨミ

.れやゲもゅトヤャ ⇔ゅエΑゲョヱ ⇔ゅΒャゅんョ ギバΑ るボらトャや ログワ ヶプ ラやゲΒトャや ラみプ  やグャ ) ケゅトョΙや ヱ 
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 ヵや ヶヘプ るΒもゅツプ るらミゲョ メゅシケま ろΑヲムャや るャヱキ れキケや やクま マΑぺケ ヶプ : サ
 ∨ゲボわジゎ ラぺ リムヨΑ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ 

 ヘシヲョヱゲΒんャや るボらデ リョ ヵヲヤバャや ¬ゴイャや ( ゲΒヘシヲジミΕやョ ヮΒプ ケヱギゎ ) ゲΒ ユヌバ
 チケΕや メヲェ るΒハゅレダャや ケゅヨホΕや れゅゃΑゴイャ ウヨジゎ ゑΒエよ ゅヰわプゅんミ るヤボよ ゴΒヨわゎヱ

 ュギトダΑ ラぺ ラヱキ るΒもゅヰル Ι るプゅジョ ヴャま ゆゲヰゎ ラぺ ネゅヘゎケΙや マャク ギレハ るミゲエわヨャや
 るΒよクゅィ リョ ゅヰよヱゲワ るタゲプ ラヲムゎ ヶャゅわャゅよヱ ヂバらよ れゅゃΑゴイャや ログワ ヂバよ

. りゲΒらミ チケΙや 

ΒヘシヲゎやゲわシΙや るボらデ ゴΒヨわゎ : モヤハ : サ. るもキゅヰャや るボらトャゅよ ヴヨジゎヱ ケやゲボわシΙゅよ ゲ 

   ゆゅらツャやヱ ュヲΒピャゅミ ∩ るΑヲイャや ゲワやヲヌャや リョ ゅワヲヤカヱ ヲイャや ケやゲボわシゅよ コゅわヨゎ ゅヰルΕ
 ヶわャや ラヱコヱΙや るボらデ ヵヲエゎヱ ケゅトョΙやヱりケゅツャや ザヨゼャや るバセや リョ チケΙや ヶヨエΑ. 

.ケやゲボわシΙゅよ ゲΒヘシヲゎやゲわジャや るボらデ コゅわヨゎ : ⇔ゅボΒホキ ⇔ゅΒヨヤハ ⇔ΚΒヤバゎ ヶヤΑ ゅョ モヤハ  : サ 

 ゅヰルΕ ゎ ゆゅらツャやヱ ュヲΒピャゅミ るΑヲイャや ゲワやヲヌャや リョ ゅワヲヤカヱ ヲイャや ケやゲボわシゅよ コゅわヨ
.りケゅツャや ザヨゼャや るバセや リョ チケΙや ヶヨエΑ ヵグャや ラヱコヱΙや るボらデ ヵヲエゎヱ ケゅトョΙやヱ 

 リョ ゅヰらシゅレΑ ゅョ ュゅョぺ ゅヰヨホケ ょわミやヱ∩ )ゆ ( るハヲヨイヨャや リョ りケゅらバャや ゲわカや : サ
. )ぺ ( るハヲヨイヨャや 

ユホゲャや ) ぺ ( ) ゆ ( 
≪ ヲイャや ケやゲボわシゅよ コゅわヨゎ るボらデ  るΑヲイャや ゲワやヲヌャや リョ ヲヤガゎヱ ∩

. ケゅトョΕやヱ ゆゅらツャやヱ ュヲΒピャゅミ (≒ ゲΒヘシヱゴΒヨャや ) 

√   ¬ゅツヘャや ヴャま ゲヨわジゎヱ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ ヴヤハぺ
.ヶィケゅガャや (≪ゲΒヘシヲゎやゲわジャや ) 

≒  りキヱゲよ ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ ゲんミぺ (≫ゲΒヘシヲよヱゲわャや  ) 

≫   ケゅトョΕゅミ るΑヲイャや ゲワやヲヌャや ユヌバョ ゅヰΒプ ゐギエゎ るボらデ
ュヲΒピャやヱ ゆゅらツャやヱ . ザボトャや れゅらヤボゎヱ (√ゲΒヘシヲョゲΒんャや ) 
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 كٍف aوٍنب ااوزوى؟

 ΒヘシヲゎやゲわシΙや  るボらデ リョ ヶヤヘジャや ¬ゴイャや ヶプるΒッケΙや りゲムヤャ ヵヲイャや フΚピャや リョ ゲ. 

 . リΒイジミぺ れやケク ゐΚを リョ ラヲムわΑ コゅビ むゴィ ヲワ 

 . りケゅツャや  るΒイジヘレよ ベヲヘャや るバセΕや リョ ゅレΒヨエゎ ゅヰルΕ 

 . ヵヲイャや フΚピャや リョ ゲΒヘシヲゎやゲわシΙや るボらデ ヶプ ラヱコヱΙや るボらデ ラヲムわゎ 

  リΒイジミぺ むゴイよ りゲエャや リΒイジミΙや りケク キゅエゎや リョ ラヱコヱΕや むゴィ アわレΑ 

サ  ゅレわΑゅヨェ ヴヤハ ラヱコヱΕや るボらデ モヨハ るΒヘΒミ ゥゲセや :: 

  ゅヰルほミ ラヱコヱΕや るボらデるΑゅヨェ ネケキ  るΒイジヘレよ ベヲヘャや ザヨゼャや るバセぺ ザムバΑ フΚビ ヱぺ
. りケゅツャや 

  るΑゅヨエャや るΒムΒルゅムΒョ:  むゴィ ヶゎケク リΒよ るトよやゲャや ゲジミ ヶプ るΒイジヘレよ ベヲヘャや るバセΙや マヤヰわジゎ
イジミぺ むゴィ  ノョ りケク モミ テらゎゲゎ マャク ギバよヱ リΒゎゲェ リΒゎケク ヴャま リΒイジミΙや コゅビ アわレΒャ リΒ

. ラヱコヱΙや 

   ソゅダわョや ヴャヲわΑ ヵグャやヱ ザヨゼャや リョ ゅレヤダゎ ヶわャや るΒイジヘレらャや ベヲプ るバセΕや リョ チケΕや ヶヨエΑ
 リョ ゲんミぺ∬∬ ゅョ やグワヱ チケΙや ウトシ ヴヤハ るプヱゲバヨャや りゅΒエャや メゅムセぺ ヶヨエΑ マャグよヱ ∩ ゅヰレョ %

ハ るレムヨョ ゅレらミヲミ ヴヤハ りゅΒエャや モバイΑ. ヶジヨゼャや ゅレョゅヌル ヶプ ンゲカΕや  ょミやヲムャや ヂバよ フΚカ ヴヤ 
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  للوحبفظت اَهنت اWوبرسبث

 اTىي الغاف طبقبث على

   :يمي  أكىن س
  ゅレΒヨエゎ るボらデ ラヱコヱΕや リョ るバセぺ ザヨゼャや りケゅツャや モんョ るバセΕや ろエゎ 

¬やゲヨエャや ヱ るバセΕや ベヲプ るΒイジヘレらャや.   
 ュギハ りケギホ るボらデ ラヱコヱΕや ヴヤハ ゅレわΑゅヨェ ンキぺ ヴャや キゅΑキコや ョメギバ るよゅタΗや 

チゲヨよ ラゅデゲジャや. 

  أسبابوا؟ ووا اأرض؟ كوكبنا  يتعرض  امخاطر  س

 ゲデゅガヨャや ヶわャや チゲバわΑ ゅヰャ ゅレらミヲミ ヶワ:  モΒヤボゎ り¬ゅヘミ るボらデ ラヱコヱΕや ゐヲヤゎヱ 
¬やヲヰャや れやコゅピャゅよ るョゅジャや ンキぺ ヴャま ギΑギバャや リョ チやゲョΕや モんョ ラゅデゲシ  ギヤイャや
ュゅわハまヱ リΒバャや ゅヨミ れキぺ ヴャま るヤホ モΒタゅエヨャや ゴャやるΒハやケ ネゅヘゎケやヱ 

れΙギバョ りケやゲエャや 
 ゲデゅガヨャや ゆゅらシぺ : るトゼルぺ ラゅジルΗや モんョ ュやギガわシや キヲホヲャや ヶプ ゲΒΒジゎ モもゅシヱ 

れΚタやヲヨャや モΒピゼゎヱ  ヶプ れΙΓやノルゅダヨャや ュやギガわシやヱ れやギΒらヨャや るΑゲゼエャや 
りギヨシΕやヱ るΑヱゅヨΒムャや.  

  اأوزون؟ طبكة تدهور   /س
 るトゼルぺ ラゅジルΗや モんョ ュやギガわシや キヲホヲャや ヶプ ゲΒΒジゎ モもゅシヱ れΚタやヲヨャや モΒピゼゎヱ 

れΙΓや ヶプ ノルゅダヨャや ュやギガわシやヱ るΑゲゼエャや りギヨシΕやヱ るΑヱゅヨΒムャや ノトホヱ 
ケゅイセΕや.  
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 حرارة درجة ي وستىرة ارتفاع هناك  اجوية اأرصاد عمىاء احظس: 
  .ذلك لتعرف جرب رأيك؟ ي اأسباب  .اأخرة السنوات خاه اأرض

  ゆゅらシΕや : キゅΑキコや るィケキ りケやゲエャや るΒエトジャや ャやるトシヲわヨ ヶプ ユャゅバャや ノョ りキゅΑコ るΒヨミ ヶルゅを 
ギΒジミぺ ∩ラヲよゲムャや コゅビヱ ∩ラゅんΒヨャや ヂバよヱ れやコゅピャや ンゲカΕや ヶプ ∩ヲイャや ログワヱ れやコゅピャや 
ヴヨジゎ れやコゅピャゅよ るゃΒプギャや ゅヰルΕ ユワゅジゎ ヶプ るゃプギゎ ヲィ チケΕや ヶエトジャや ノレヨゎヱ ゆゲジゎ りケやゲエャや 

リョ ∩チケΕや ヶワヱ りゲワゅヌャや ヶわャや フゲバゎ ユシゅよ サゅらわェΙや ヵケやゲエャや.  

  احراري؟ ون ااحتباس  تكملن التمو  البليي واقكاذ اأرضوا دورك ي س

≒- るョゅバャや れΚタやヲヨャや るヤプゅエャや ヱぺ るΒもやヲヰャや るィやケギャや ヱや ヶゼヨャや ュやギガわシや Ιギよ  リョ
モボレゎ るヤプゅエャや ラΕ ∩りケゅΒジャや 20 やキゲプ ギェやヱ モミ ラぺ リョ ゲプヱぺヱ モツプぺ マャクヱ  ょミゲΑ

ヶャゅわャゅよヱ ヮゎケゅΒシ 20 りケゅΒシ.  
≪-  ¬ゅよゲヰムャや ポΚヰわシや ヶプ フやゲシΗや ュギハ .  
≫- るハやケコ ゲΑヱギわャや りキゅハまヱ ケゅイセΕや .  

 الصوديوم بلكربوقات حموه حرارة درجة ارتفاع سبب  قابنس : 
 أخرى بعد سنة اأرض حرارة وارتفاع الكنلنة،

 やクま れゲヨわシや るトゼルぺ りゲトガャや ラゅジルΙや ヴヤハ チケΕや モんョ: 

≒-  ュやギガわシや キヲホヲャや ヶプ ゲΒΒジゎ モもゅシヱ れΚタやヲヨャや モΒピゼゎヱ れΙΓや ヶプ ノルゅダヨャや  

≪- やヱュやギガわシ れやギΒらヨャや るΑゲゼエャや りギヨシΕやヱ るΑヱゅヨΒムャや 

≫-  りキゅΑコヱ るらジル コゅビ ヶルゅを ギΒジミぺ ラヲよゲムャや ラヲムΒシ マャク ヮらセぺ るレΒレボャゅよ れやク るィケキ 

りケやゲエャや るΒャゅバャや ヶわャや ヵヲエゎ コゅビ ヶルゅを ギΒジミぺ ラヲよゲムャや ヵグャや アわル リョ モハゅヘゎ ｇもゅΒヨΒミ 

リΒよ モガャや ヱ れゅルヲよゲムΒよ ュヲΑキヲダャや .  
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 اTىي الغاف طبقبث على للوحبفظت اَهنت اWوبرسبث

 (ラゅジルΗや ペΑギタ るゃΒらャや( 
 واذا حد  لو اختفى الغاف اجوي لأرض؟ س

  りゅΒエャや ヶヘわガゎ  ( れやヲタΕや ノΒヨィ ヶヘわガゎヱ ¬ゅヨジャや ユヤヌゎヱ れゅレもゅムャや れヲヨゎヱ ゅョゅヨゎ

るΒゎヲタ れゅィヲョ コやゴわワや れヲダャゅプ ヶプ ¬やヲヰャや) ケゅヰレゎヱ ヴャま りケやゲエャや れゅィケキ  チゅヘガルΙや

ほェΚシ ウらダゎ ザヨゼャや るバセぺ ラぺ ゅヨミ ゎゅホ⇔∠Κ".  

るΒらヤジャや れゅシケゅヨヨャや  ヵヲイャや フΚピャや れゅボらデ ヴヤハ ゅワゲをぺ  
れゅよゅピャや ュギワヱ ケゅイセΕや ノトホ るヤホ  ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを コゅビ りキゅΑコ ヱ リΒイジミΕや

ラヱコヱΕゅよ ケやゲッΗやヱ 
ゅヰレョ るイゎゅレャや るレカキΕやヱ ペもやゲエャや 

れやケゅΒジャや ュキやヲハヱ 
¬やヲヰャや ゐヲヤゎヱ ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅを コゅビ るらジル りキゅΑコ 

 ケやゲッΗやヱラヱコヱΕゅよ 
ャや りギヨシΕやヱ るΑゲゼエャや れやギΒらヨ

るΒもゅΒヨΒムャや 
 ユヰゎゅΒェ キギヰゎヱ れゅルやヲΒエャやヱ ラゅジルΗゅよ ゲツわプ ¬やヲヰャや ユヨジゎ

ゲトガャゅよ 
 

        

 ゲΒよやギわャや るΒもゅホヲャや るョΚジャ フΚピャや ヵヲイャや :  
≒- ょゎゲわΑ ヴヤハ れゅョヲムエャや メヱギャやヱ モヨバャや ゆヱぼギャや ヂヘガャ れゅをゅバらルΙや れやコゅピヤャ るヨィゅレャや リハ 

サゅらわェΙや ∩ヵケやゲエャや るタゅカヱ コゅビ ヶルゅを ギΒジミぺ ラヲよゲムャや.  

≪-  ノッヱ リΒルやヲホ るョケゅタ るΒヘΒムャ ュやギガわシや るホゅトャや るΑゲヘエャや ゅワギΒセゲゎヱ 

≫- ノプケ り¬ゅヘムャや ヶプ ュやギガわシや るホゅトャや 

√- キゅイΑま メヲヤェ るΑケグィ ギエヤャ リョ るヤムゼョ ゐゅバらルや ュキやヲハ れやケゅΒジャや 

∽-  ノレョ ュやギガわシや リΑゴレらャや ヵヲわエヨャや ヴヤハ ソゅタゲャや ヮバΒレダゎヱ ゅツΑぺ 

∝-  ¬ΚΑま ¬ゅトピャや ヶゎゅらレャや るΒヨワぺ りゲΒらミ ドゅヘエャやヱ ヮΒヤハ ゅヨャ ヮャ リョ ケヱキ ヶプ るΒボレゎ ヲイャや 

∵- ギエャや リョ ノシヲわャや ヶルゅムジャや ゲもゅイャや ヴヤハ ゆゅジェ ∩れゅよゅピャや ゑΒェ ゲをぽゎ れゅよゅピャや るΒよゅイΑま ヶプ ドゅヘエャや 

ヴヤハ ヲイャや リョ ゐヲヤわャや 

∫- るルゅΒダャや るΑケヱギャや れΙΔャ りゴヰィΕやヱ ヶわャや ベゲエゎ キヲホヲャや ¬やヲシ ろルゅミ るわよゅを ュぺ るミゲエわョ.  
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 البٍئً النظبم أثر

 اإنسبى  علً الفضبء ي 

 اهضمي اجهاز 

       

 ヲヨレャや 
  るミゲエャや 
  ザヘレわャや 
  ゲをゅムわャやヱ  
 るΑグピわャや サゅジェΗやヱ 
  ァやゲカΗや  

ログワヱ ゾもゅダガャや ュヲボゎ ゅヰよ りゴヰィぺ るダダガわョ モカやキ ユジィ リもゅムャや ヶエャや 
ゅヨョ ロギハゅジΑ ヴヤハ ¬ゅボらャや ケやゲヨわシΙやヱ 

  

           

   . 

  コゅわヨゎ れゅレもゅムャや るΒエャや ゅヰバΒヨィ ゅヰレョヱ ラゅジルΗや ゾもゅダガよ れゅヘタヱ ∩るミゲわゼョ ュヲボゎ ゅヰよ 
りゴヰィぺ るダダガわョ モカやキ ユジイャや リムヨわわャ リョ ¬ゅボらャや ケやゲヨわシΙやヱ ヶプ りゅΒエャや.  

:            

  

  ユわΑ ユツワ ュゅバトャや ロゲΒジムゎヱ ヴャま キやヲョ るトΒジよ リムヨわΑ ユジイャや リョ ゅヰョやギガわシや ヮΒトバわャ 
るホゅトャや るョコΚャや ゲワゅヌヨャ りゅΒエャや リョ るミキ ザヘレゎヱ ゲをゅムゎヱ ヲヨルヱ 
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  モΑヲエゎ ¬やグピャや りギボバョ りケヲタ リョ ヲタ ヴャまりケ るトΒジよ ギΒヘわジΑ ゅヰレョ ユジイャや. 

 :      

  ラヲムわΑ コゅヰイャや ヶヨツヰャや リョ ユヘャや ¬ヵゲヨャやヱ りギバヨャやヱ ¬ゅバョΕやヱ るボΒホギャや 
¬ゅバョΕやヱ るヌΒヤピャや ァゲゼャやヱ  

≒- ぺギらゎ ヶプ ユヘャや  ゅヰィゴョヱ りゲΒピタ ¬やゴィぺ ヴャま ュゅバトャや ノΒトボゎ ヴヤハ ラゅレシΕや モヨバわプ
ョ モヰジΒャ ゆゅバヤャや ノョ¬ヵゲヨャや ゲらハ ゅワケヱゲ 

≪- ¬ヵゲヨャや  ユを りギバヨヤャ ュゅバトャや メゅダΑま ヴヤハ モヨバΒプ りギバヨャやヱ ユヘャや リΒよ ¬ヵゲヨャや テよゲΑ
 ∩ュゅバトャや ヂガゎ るΒヤツハ ラやケギィ ヱク モムゼャや ｇジΒＺ ヲツハ ヲワヱ りギバヨャや ヴャま

ウらダΒプ( りギバヨャや るルゅトよ ゅワコゲヘゎ ヶわャやヱ ∩るΒヨツヰャや れやケゅダバャゅよ ヮトヤガゎヱ  ュゅバトャや
モムセ ヴヤハ  るボΒホギャや ¬ゅバョΕや ヴャま モボわレΒプ ナΒヤビ モもゅシ 

≫- やるボΒホギャや ¬ゅバョΕ ュヲツヰヨャや ュゅバトヤャ ソゅダわョや ゐギエΑヱ ユツヰャや るΒヤヨハ モヨムわジゎ 
ユジイャや ¬やゴィぺ ノΒヨィ ヴャま ヮヤボルヱ  ュギャや ゲらハ. 

√-  るヌΒヤピャや ¬ゅバョΕや  ゾヤガわΑヱ るヌΒヤピャや ¬ゅバョΕや ヴャま ュヲツヰョ ゲΒピャや ュゅバトャや モボわレΒプ
ァゲゼャや るエわプ ペΑゲデ リハ ヮレョ ユジイャや ラぺ ゑΒェ るエわプ  ュゅバトヤャ ァゲガョ ヶワ ァゲゼャや

ヮィゲガΑ ヵグャやヱ ュヲツヰョ ゲΒピャや リョ ユジイャや ゅヰャΚカ.  
 

       

   ュヲボΑ ロゲΒジムゎヱ ュゅバトャや ユツヰよ ヴャま キやヲョ るトΒジよ ゲΒジゎ ヶプ ュギャや ヱ リムヨわΑ ユジイャや リョ 

ゅヰョやギガわシや ヮΒトバわャ るホゅトャや るョコΚャや ゲワゅヌヨャや リョ りゅΒエャや るミゲェ ゲをゅムゎヱ ザヘレゎヱ  ヲヨルヱ

ギハゅジΑヱ ユジイャや ヶプ ¬ゅボらャや ケやゲヨわシΙやヱ.  
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 (التنف اجهاز)

 :     

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

 サ: ゅョ るΒヨワぺ コゅヰィ ヶジヘレわャや ヱぺ ゅョ るヘΒニヱ コゅヰィ ∨ヶジヘレわャや  

≒- キヱゴΑ ゅΑΚカ リΒイジミΕゅよ ユジイャや ュコΚャや ヂΑΖャ ヱ ュゅΒボヤャ るトゼルΕゅよ るヘヤわガヨャや. 

≪- ゾヤガΑ ユジイャや リョ ギΒジミぺ ヶルゅを ラヲよゲムャや. 

 サ : ゅョ ヶワ るヤツハ エャやゆゅイ ゴィゅエャや ゅョヱ ∨ゅヰわヘΒニヱ  

  ヶワ るヤツハ ザヘレわャや るΒシゅシΕや リΒわもゲャや モヘシぺ ギィヲゎヱ ポゲエわゎヱ Ι るΑキやケま ヴャま 
ヴヤハΕや)ヂらボレゎ( ヶプ ゲΒプゴャや ポゲエわゎヱ ヴャま モヘシΕや )テジらレゎ( ヶプ ペΒヰゼャや. 

  :サゅョ キヲダボヨャや ペΒヰゼャゅよ ∨ゲΒプゴャやヱ  

  ペΒヰゼャや: メヲカキ るΒヤヨハ  モカやキ ヴャま ァケゅガャや リョ リΒイジミΕゅよ Κヨエョ ¬やヲヰャや
リΒわもゲャや ゅョブルΕゅよ りケ 

  やゲΒプゴャ: Κヨエョ ¬やヲヰャや ァヱゲカ るΒヤヨハ  ヴャま モカやギャや リョ ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅんよ
ァケゅガャや  りケゅョブルΕゅよ. 
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サ : ヱぺ ∨ザヘレわャや ¬ゅレをぺ ポケギタ ヂヘガレΑヱ ノヘゎゲΑ やクゅヨャ  ¬ゅレをぺ ゐギエΑ やクゅョ
∨ゲΒプゴャやヱ ペΒヰゼャや 

≒- ゆゅイエャや るヤツハ ヂらボレゎ ゑΒェ ペΒヰゼャや ヶプ ポケギタ ノヘゎゲΑ  テらエゎ ヵぺ ゴィゅエャやモヘシΖャ 
ノジわΑヱ  ブΑヲイわャや ヵケギダャや 

≪-  ノジわゎヶプ ゅヨレΒよ リΒわもゲャや ヴャま ブルΕや リョ リΒイジミΕゅよ モヨエヨャや ¬やヲヰャや ノプギレΒプ ラゅわもゲャや  ゲΒプゴャや
テジらレゎ  リΒわもゲャや ユイェ モボΒプ ヴヤハΕ ノヘゎゲゎ ヵぺ ゴィゅエャや ゆゅイエャや るヤツハ 

≫- ペΒツΑ ゅヨョ ヵケギダャや ブΑヲイわャや  リΒわもゲャや リョ ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ヶルゅんよ モヨエヨャや ¬やヲヰャや キゲトΑ
ァケゅガャや ヴャま.  

 :サヲヰャや リΒイジミぺ モダΑ ブΒミ ヵグャや ¬やヮジヘレわゎ ∨マヨジィ ヶャま 

ペΒヰゼャや るΒヤヨハ ゲΒプゴャや るΒヤヨハ 
 ネヲヤツャや ノヘゎゲわプ ネヲヤツャや リΒよ れΚツバャや ヂらボレゎ

ヶヤハΕ 
ネヲヤツャや テらヰわプ ネヲヤツャや リΒよ れΚツバャや テジらレゎ 

モヘシΕ 
 マャグよ テらヰΑ ヵグャや ゴィゅエャや ゆゅイエャや るヤツハ ヂらボレゎ

モヘシΖャ 
 マャグよ ノヘゎゲΑ ヵグャや ゴィゅエャや ゆゅイエャや るヤツハ テジらレゎ

ヴヤハΖャ 
ブΑヲイわャや ネゅジゎや ギΑゴΑ  ¬やヲヰャや テピッ モボΑヱ ヵケギダャや

リΒわもゲャゅよ 
 ¬やヲヰャや テピッ ギΑゴΑヱ ヵケギダャや ブΑヲイわャや ネゅジゎや モボΑ

リΒわもゲャゅよ 
 るらダボャやヱ ブルΕゅよ りケゅョ リΒわもゲャや ヴャま ¬やヲヰャや ノプギレΑ

るΒもやヲヰャや 
 るΒもやヲヰャや るらダボャゅよ りケゅョ リΒわもゲャや ァケゅカ ¬やヲヰャや ノプギル

ブルΕやヱ 
 

 : サ   ユわΑ ブΒミヂΑΕや るΒヤヨハ メΚカ れやコゅピヤャ メキゅらゎ :  

 ヤャ メキゅらゎ ゐギエΑれやコゅピ ケゅヨャや ュギャやヱ るΒもやヲヰャや れΚダΑヲエャや ヶプ キヲィヲヨャや ¬やヲヰャや リΒよ ヶプ 
メΚカ リョ るΑヲョギャや れやゲΒバゼャや: ヮボΒホギャや ケギイャや コゅビ ュギャや ポゲわΑ ゑΒェ ゅヨヰャ  れやゲΒバゼャや ヶルゅを

ラヲよゲムャや ギΒジミぺ ノΒヨィ ヴヤハ ヮバΑコヲわよ ュヲボΒャ リΒイジミΕゅよ モヨエわΑヱ .ユジイャや ゅΑΚカ  

 : サ ゲジプ ゲΒピゎ モムセ ゆゅイエャや ゴィゅエャや メΚカ ヶわΒヤヨハ ∨ザヘレわャや  

  ノジわΑポケギタ ヶプ ペΒヰゼャや ろΒェ ヂらボレゎ るヤツハ ゆゅイエャや ゴィゅエャや ヵぺ テらヰゎ 
モヘシΖャ ノジわΑヱ ブΑヲイわャや ヵケギダャや ノジわわプ リΒわもゲャや ノプギレΒプ ¬やヲヰャや モヨエヨャや 

リΒイジミΕゅよ リョ ブルΕや ヴャま ∩リΒわもゲャや ゅヨレΒよ ヶプ ゲΒビゴャや テジらレゎ るヤツハ ゆゅイエャや 
ゴィゅエャや ヵぺ ノヘゎゲゎ モボΒプ ヴヤハΕ ユイェ リΒわもゲャや ペΒツΑヱ ブΑヲイわャや ヵケギダャや ゅヨョ 

キゲトΑ ¬やヲヰャや モヨエヨャや ヶルゅんよ ギΒジミぺ ラヲよゲムャや リョ リΒわもゲャや ヴャま ァケゅガャや 
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 ) الدوري اTهبز )

≒- ュヲボΑ コゅヰイャや ヶヨツヰャや よユツヰ ュゅバトャや . 
≪- コゅヰイャや ヶジヘレわャや  ュヲボΑ ギΑヱゴわよ マヨジィ リΒイジミΕゅよ ュコΚャや りゅΒエヤャ.  
≫- モダΑ ュゅバトャや ャやュヲツヰヨ リΒイジミΕやヱ ヴャま ノΒヨィ ¬やゴィぺ ユジイャや マャグミ れΚツヘャや ヶわャや 

ゅヰイわレΑ マヨジィ ユわΑヱ ゾヤガわャや ゅヰレョ リハ ペΑゲデ ゅヰヤボル ヴャま ¬ゅツハぺ るダダガわョ ヶプ 
ユジイャや ゅヰレョ ヶヤムャや.  

サ :  ゅョ ヵグャや ギハゅシ ヴヤハ モボル ¬やグピャや ュヲツヰヨャや リΒイジミΕやヱ ヴャま ¬やゴィぺ ∩ユジイャや 
ヴヤハヱ モボル れΚツヘャや ヴわェ ゾヤガわΑ ∨ゅヰレョ 

  コゅヰイャや ヵケヱギャや ャやヱュギ  

  : サ∨ンケヱギャや ポコゅヰィ ラヲムわΑ ユョ  

≒-  : ょヤボャや ヲツハ ユジイャや ¬やゴィま ヴャま ュギャや オツΑ ヶヤツハ ゅヰヤミ ゲらハ  ゅヰΒヨジル ょΒよゅルぺ
るΒハヱぺ りキケヱぺ ( るΑヲョキ -- リΒΑやゲセ -  )るΑヲョキ れやゲΒバセ 

≪- : りキケヱΕや モボレΑ ヵヲョキ ¬ゅハヱ ヲワ ギΑケヲャや  ょヤボャや ヴャま ギもゅハ ユジイャや リョ ュギャや 
≫- リΒΑやゲゼャや :ヲワ ラゅΑゲゼャや や リョ ュギャや モボレΑ ヵヲョキ ¬ゅハヱ ユジイャや ¬ゅエルぺ ヴャま ょヤボャ

るヘヤわガヨャや  
√-  :るΑヲョギャや れやゲΒバゼャや  るボΒホケ ラやケギィ ヱク ペΒホキ ヵヲョキ ¬ゅハヱ ヶワ るΑヲョギャや りゲΒバゼャや

ゲヨΑ やギィ れΚツヘャやヱ れゅΑグピヨャやヱ リΒイジミΕや ゅワゲらハ.  
∽-  : ュギャや ゅョコΚらャや ヴヨジΑ ゲヘタぺ モもゅシ ヶプ ヲヘトゎ ゅΑΚガャや リョ ネやヲルぺ ゐΚを リョ ラヲムわΑ.  
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 : リョ モミ フゲハ : サ 

≒- ゅΑΚカ ¬やゲヨエャや ュギャや :  

 ゅΑΚカ ヴャま リΒイジミΕや モヨエゎ りゲバボョヱ モムゼャや りゲΑギわジョ ユジイャや.  

≪- ゅΑΚカ ¬ゅツΒらャや ュギャや : 

  ユジイャや モカギゎ ヶわャや れゅよヱゲムΒヨャやヱ ユΒをやゲイャや モわボゎ マΒヨエゎヱ  リョ るよゅタΗや リョ
チやゲョΕや . 

≫- : るΑヲョギャや ウもゅヘダャや 

  ゐヱギェ ノレヨゎヱ ゥヱゲイャや ¬ゅヘセ ヴヤハ ポギハゅジゎ ブΑゴル ゥヱゲイャや ¬ゅレをぺ  

 ()اTهبز العظوً 

サ : ¬ゅらデΕや リムヨわΑ ブΒミ やヱゲヌレΑ ラぺ リョ ∨マヨジィ モカやキ 

-  るΒレΒジャや るバセΕや メΚカ リョ ( X - RAY) ュゅヌバャや モんョ るらヤダャや るΒヤカやギャや ¬やゴィΖャ りケヲタ テボわヤゎ ヶわャや.  

サ : ∨¬ゴィ モミ ヮヘΒニヱ ゅョヱ ヶヨヌバャや モムΒヰャや ヱぺ ヶヨヌバャや コゅヰイャや ラヲムわΑ ゅヨョ  

  : ﾚأوا : هٍكل Zىر

≒- るヨイヨイャやゅヰよ るΒヨヌハ るらヤハ : ユヘャやヱ リΒルクΕやヱ ブルΕやヱ リΒレΒバヤャ ブΑヱゅイゎ. 

 :ゅヰわヘΒニヱ オヨャや ヴヨエゎ. 

≪- ヵケギダャや ゾヘボャや:  リョ ラヲムわΑ≪√  .ノヤッ 

 : ヮわヘΒニヱ ヶヨエゎ りギハゅジヨャやヱ ンゲカぺ ¬ゅツハぺヱ リΒわもゲャやヱ ょヤボャや ゲΒプゴャやヱ ペΒヰゼャや ヶわΒヤヨハ ヶプ 
 

≫- .  キヲヨバャやヵゲボヘャや : リョ ょミゲわΑ≫≫ りゲボプ ゅヰレΒよ ノレヨゎ ブΑケゅツビ ポゅムわェや ヘャやれやゲボ. 

  ヮわヘΒニヱ: ¬ゅレエルΙゅよ ユジイヤャ ウヨジΑ  れゅワゅイゎΙや モミ ヶプるヘヤわガヨャや  ヶミヲゼャや モらエャや ヶヨエΑヱ

 ヮヤカやギよ. 

 



 jwiUhا–  [Ehا ;lخاhا–  Cخil ابwجv fؤا<v–  gE]hا fv｡2020ا 

- 

 

 

  : هٍكل طري  :ب  ثبنٍ 

≒- トャやゲラゅΑヲヤバャや ラゅプ  :るヨヌハ( ブわムャや ュゅヌバよ ラΚダわΑ  ギツバャや- ゅわヨヌハ ギハゅジャや -  ュゅヌハ

ギΒャや)  

 : ヮわヘΒニヱ ¬ゅΒセΕゅよ ポゅジョΗやヱ ゆやゲゼャやヱ ュゅバトャや メヱゅレゎ るよゅわムャやヱ .  

≪- ゅプヲトャやラゅΒヤヘジャや ラ チヲエャや ュゅヌバよ ラΚダわΑ : (グガヘャや るヨヌハ ِ  ゅわヨヌハ  ベゅジャや

- ュギボャや ュゅヌハ) 

≫- ヮわヘΒニヱ :サヲヤイャやヱ フヲホヲャやヱ ヵゲイャやヱ ヶゼヨャや ユジイャや モヨェヱ.  

 :サゅョ ヵグャや  ∨ユジイャや ヶプ れゅミゲエャや ¬やキぺ ヴヤハ ギハゅジΑ. 

 モタゅヘヨャや ヶワ ヶわャや リムヨゎ ュゅヌバャや るミゲエャや リョ ヶトバゎヱ モムΒヰャや ヶヨヌバャや りケギボャや ヴヤハ ¬ゅレエルΙや 
Ιやヱフゅヘわャ ヂミゲャやヱ サヲヤイャやヱ. 

 :サモΒガゎ ゅョ ゐギエΑ ギレハ ポゅムわェや リΒわヨヌハ ヶプ ノッヲョ ∨モダヘヨャや  

 ゐギエゎ るルヲゼカ モミほゎヱ リΒわヨヌバャや ュΙΓやヱ りギΑギセ. 

 サ/ やクゅヨャ Ι ゲバゼゎ やグヰよ ポゅムわェΙや ∨ 

  キヲィヲャ ブΑケゅツバャや モもゅジャやヱ ァゴヤャや ゅヰレΒよ モヰジわプ リョ るミゲェ モダヘヨャや . 

サ/ ゅョ キヲダボヨャや モダヘヨャゅよ フヱゲツピャやヱ ∨ヅゅよゲャやヱ ヮヘΒニヱ Κミ ∨ユヰレョ  

 モダヘヨャや :ヲワ ノッヲョ ¬ゅボわャや ∩リΒわヨヌハ ヶトピゎヱ るボらデ リョ ブΑケゅツピャや ヶプゲデ 

リΒわヨヌバャや ギレハ るトボル ゅヨヰもゅボわャや ギレハ モダヘヨャや. 

 ヮヘΒニヱ モタゅヘヨャや: ヶワ ヶわャや リムヨゎ ュゅヌバャや リョ るミゲエャや ヶトバゎヱ モムΒヰャや ヶヨヌバャや 

りケギボャや ヴヤハ ¬ゅレエルΙや フゅヘわャΙやヱ ヂミゲャやヱ サヲヤイャやヱ.  

 フヱゲツピャや :アΒジル リΒわョ ラゲョ ノレヨΑ ポゅムわェや リΒわヨヌバャや ゅヨワギェぺ ンゲカΕゅよ. 
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 るヘΒニヱ フヱゲツピャや :ノレヨΑ モミほゎ リΒわヨヌバャや. 

 ヅゅよゲャや:  ヲワ アΒジル リΒわョ ラゲョ 

 るヘΒニヱ ヅゅよゲャや:  ギゼΑ ュゅヌバャや ゅバョ 

ラケゅホ リΒよ ブルΕや リΒルクΕやヱ リΒボプゲヨャやヱ . 

 ブルΕや:  ゅヰャ モムセ ょシゅレΑ ソゅカ ゅヰわヘΒニヱ ヶワヱ リョ ァケゅガャや ラヲムわゎ リョ 
フヱゲツビ リΒャ Κプ ゲジムゎ るャヲヰジよ. 

 リΒルクΕや : モムセ ゅヨワ キヱゲヘョ ヶムャヱ ュヲボゎ ラクΕや ゅヰわヘΒニヲよ ヶプ メゅらボわシや ゲらミぺ ケギホ 
リョ れゅィヲヨャや るΒゎヲダャや. 

 リΒボプゲヨャや : ゅヨヰよ モダヘョ ブΑケゅツビヱ ヮトよケぺヱ ょシゅレわャ ゅヰヤヨハ るャヲヰジャヱ るミゲエャや 
モヨェヱ ポゅジョヱ ¬ゅΒセΕや .  

 :サマΑやケゅョ ユャ ブヤわガゎ メゅムセぺ ュゅヌバャや ∨ゅヰョゅイェやヱ 

 ゅバらゎ フΚわカΙ ゅヰヘもゅニヱ  

 :サヶヨエゎ ュゅヌハ ¬ゅヨシや キギハ  ユジイャや-  Βャ ¬ゅツハぺ∨ユジイャゅよ るレ  

 るヨイヨイャや  :ユヘャやヱ リΒルクΕやヱ ブルΕやヱ リΒレΒバヤャ ブΑヱゅイゎ ゅヨよ るΒヨヌハ るらヤハ ヶワ . 

 ゅヰわヘΒニヱ: ゅヰルぺ  ヶヨエゎ オヨャや  

 ヵケギダャや ゾヘボャや :  リョ ラヲムわΑ≪√ リΒわもゲャやヱ ょヤボャや ヴヨエゎ ヮルぺ ヮわヘΒニヱヱ ゅバヤッ ンゲカや ¬ゅツハやヱ . .

ヵケゅボヘャや キヲヨバャや :  リョ ょミゲわΑ≫≫  れやゲボヘャや ポゅムわェや ノレヨゎ ブΑケゅツビ ゅヰレΒよ りゲボプ. 

 ゅヰわヘΒニヱ: ギハゅジΑ  ユジイャや ¬ゅレエルΙゅよ ヶプ  れゅワゅイゎΙや モミるヘヤわガヨャや モらエャや ヶヨエΑヱ ヶミヲゼャや ヮヤカやギよ  

 :サラゅジルΗや ァゅわエΑ やクゅヨャ ヶヨヌバャや コゅヰイャや ヴャま ∨  

≒- ¬ゅトハま ヮヤａセ ユジイャや. 

≪- . ユジイャや ユハギよ るΒヤカやギャや ¬ゅツハΙや ヶヨエΑヱ.  
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サ/ ゅョ るヘΒニヱ コゅヰイャや ヶらダバャや ゅョヱ ∨ょミゲわΑ 

  ヮわヘΒニヱ : ユムエわΑ コゅヰイャや ヶらダバャや ヶプ モミ るトゼルΕや ¬やヲシ ろルゅミ るΑキやケま モんョ り¬やゲボャや 
∩ょバヤャやヱ ヱや るΑキやケまΚャや モんョ るミゲェ ¬ゅバョΕや ザヘレわャやヱ.  

ヱ ょミゲわΑ リョ:  

≒. パゅョギャや : ヲワ ヲツハ ヵゲデ ァゲバわョ.  
≪. モらエャや ヶミヲゼャや:  ョゴェ ヲワる リョ ゆゅダハΕや ゆゅダハΕゅよ パゅョギャや モダゎ 

ゆゅダハΕや  りゲゼわレヨャや ヶプ ゲもゅシ ャや∩ユジイ ヲワヱ メヲゃジョ リハ モバヘャや ザムバレヨャや. 
≫. ゆゅダハΕや : ネゲヘわゎ リョ モらエャや ヶミヲゼャや ゆゅダハぺ りキギバわョ ヴャま モミ ユジイャや. 
  

: ゆゅダハΕや るヘΒニヱ 

 モヨエゎ モもゅシゲャや るΒらダバャや るΒジエャや リョ ノΒヨィ ¬やゴィぺ ユジイャや ヴャま パゅョギャや.  
 モヨエゎ モもゅシゲャや るΒらダバャや るΒミゲエャや リョ パゅョギャや ヴャま れΚツバャや るダわガヨャや モヨバよ ゅョ モんョ  

るよゅわムャや ヨャやヱヶゼ ザヘレわャやヱ るミゲェヱ ¬ゅバョΕや.  

サ/ ゅヨョ ラヲムわゎ パゅョギャや ∨るΑゲゼらャや  

 オヨャや : ヮヤわミ ヮΒらダハ りゲΒらミ ギィやヲわゎ モカやキ るヨイヨイャや ヲワヱ ゴミゲョ ユムエわャや ヶジΒもゲャや  

ユジイャゅよ ヮィヲΑ ペジレΑヱ ノΒヨィ れゅΒヤヨバャや ケゅムプΕやヱ れゅΒミヲヤジャやヱ ブデやヲバャやヱ.  

 オΒガヨャや : ヵゲボヘャや キヲヨバャゅよ ヶボわヤΑヱ パゅョギャや リョ ゲΒピタ ¬ゴィ 

 ヮわヘΒニヱ : 

≒. ゴミゲョ 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 ラゅジルΙや 
≪.  ユジイャや ヴャま るらジレャゅよ サぺゲャや ノッヱ ギΑギエゎ メΚカ リョ ラコやヲわャや ナヘェ ヴヤハ ヶジΒもケ モムゼよ モヨバΑ

サぺゲャや ノッヱヱ  フギヰよ れΚツバャやヱ ヶらダバャや コゅヰイャや ノョ ペジレΑ ゅヨミ チケΕや ヴャま るらジレャゅよ
るヌプゅエヨヤャ るョコΚャや るΒヤツバャや りヲボャや ゲΒプヲゎ ユジイャや ラやゴゎや ヴヤハ.  
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 ネゅガレャや Βトわジヨャやモ: ノボΑ モヘシや ∩ウΒジヨャや モタヲΑヱ ウジヨャや モらエャゅよ ｇＺヲゼャや . 

ヮわヘΒニヱ :  

≒. メヱぽジョ リハ ユΒヌレゎ れゅΒヤヨバャや るΑキやケまΚャや モんョ ユΒヌレゎ れゅよゲッ ょヤボャや . 
≪.  ユΒヌレゎ るミゲェ ザヘレわャや れΚツハヱ コゅヰイャや ヶジヘレわャや. 

≫.  ユΒヌレゎ るミゲェ ¬ゅバョΕや るヘΒニヱヱ コゅヰイャや ヶヨツヰャや.  

サ/  モヨミぺ:  ゅョ ヵグャや ポギハゅジΑ ヴヤハ ナヘェ マルコやヲゎ ¬ゅレをや ヶゼヨャや ∨ 

オΒガヨャや ヲワヱ ゴミゲョ るミゲエャや ラやゴゎΙやヱ. 

 サ: ゅョ ¬ゴイャや メヲゃジヨャや リハ ログワ るよゅイわシΙや ∨るバΑゲジャや ブΒミヱ ∨ゐギエゎ 

 ¬ゴイャや メヲゃジヨャや ヲワ ゆゅダハΕや るΒジエャや ゆゅダハΕやヱ モらエャやヱ るΒミゲエャや ヶミヲゼャや 

 るΒヘΒミヱ ゐヱギエャや ヲワ ヮルぺ ゅョギレハ ゲをほわゎ ゅΑΚガャや るΒらダバャや るΒジエャや ゲをぽヨよ ｇィケゅカ (¬ヲツャや - 
りやゲエャや - るエもやゲャや..) ュヲボゎ メゅシケみよ モもゅシケ るΒらダハ るΒジェ ヴャま モらエャや ｇＺヲゼャや ヮよヱ ょΒイわジΑ 

モシゲΑヱ モもゅシケ るΒらダハ るΒミゲェ ヴャま れΚツバャや ヶプ ヲツバャや ゲをほわヨャや ポゲエわわプ Ι るΑキやケま ヶプ モホぺ 
リョ るΒルゅんャや.  

: ザムバレヨャや モバヘャや 
 ∨ ⇔ゅレカゅシ ⇔ゅゃΒセ ろジヨャ Ιま ゐギエΑ やクゅョ :サ 

 や ヴヤハ ゲをぽゎ ユジイャや りケやゲェ ラΕ マャクヱ るハゲジよ ⇔やギバわらョ ネやケグャや ヂらボレΑ るΑΚガャ
. ヶミヲゼャや モらエャや ヴャま るΒらダハ れやケゅセま モシゲわプ ∩ ギΒヤャ るΒらダバャや 

 るよゅタΗ ゅョ ラゅジルま ユジィ ヶプ ヶミヲゼャや ょエャや チゲバゎ ヴャま ゐギエΑ ギホ ゅョ ノホヲゎ :サ
∨ りゲΒトカ 

≒-  メゅシケま ベヲわゎヱ るミゲエャや ヶプ ュゅゎ モヤセ ゐギエΑメゅらボわシやヱ . るΒらダバャや モもゅシゲャや 

≪- . ザムバレヨャや モバヘャや ロギレハ ノホヲわΑヱ るピャゅよ れゅよゅタΗ ⇔ゅッゲバョ ラヲムΑ ゾガゼャや やグワ 

≫- . るミゲエャやヱ ヶゼヨャや ヴヤハ りケギボャや ギボヘΑヱ ヮプやゲデほよ サゅジェΗや ギボヘΑ 
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 تأثE البٍئت الفضبئٍت على جسن اإنسبى
り¬ゅヘムャやヱ ¬やキΕや ザヘレよ マヨジィ りゴヰィぺ モヨバわシ モワ : サ ¬ゅツヘャゅよ ヶゃΒよ ュゅヌル ヶプ ズΒバャや ギレハ. 

  ギΒミほわャゅよ Ι 

 フヱゲニ ヶプ るゼΒバヨャや モワ  :サュやギバルや ∨ ユジイャや ゲΒピゎ るΒよクゅイャや 

 ゎ ユバル. ユジイャや りゴヰィぺ モミ ヶプ ゲΒピ 

 تأثE الفضبء على أجهسة اTسن
コゅヰイャや ユシや ¬ゅツヘャや ヴヤハ ヶゃΒらャや ュゅヌレャや ゲをぺ 

{mIuhراتاخ|حذث  اMHة  اUE|v رئmhا Rارتجاv {ahاv nا}ثYhاd
 @رب اmhاء

{=]qتhا  fｦخ ol nwe| ;]qتhاv o}ج=dأ ･v اءwt اجذwت| ･
 اd=ج{o . ا>wMاpح

ر>ائg اEUhث{ح mlا |ol gia ا>تجاتح اｦIUhخ تتأثر اh اEUhث}
RذاEhاv ارvذhاv nازwتhا nذاa¥ yhإ zؤد|v 

{mQUhثثح  ا=l zرa]hد اwmUhراخ اa]h ذدmحذث ت|j‾｡ر  اuQhا {¥
v`ذ |[aذ md{اخ dث{رج ol اehاv jw}=h|ؤدz إAt yhا@ح 

jاQUhا 
zرvذhرا اL｡اv ذuجl nwe|v {U}ثL ر}X geAة تiahا gmU| Z

jذhا ol {¥اd ا `ذرuiE| ･ ح}i]=hا 
 

 ゲΒをほゎ ゅョ : サュやギバルや ∨ マヨジイよ るΑヲョギャや るΒハヱΕや ヶプ ュギャや ラゅΑゲィ ヴヤハ るΒよクゅイャや 

 . ユジイャや ¬やゴィぺ ノΒヨィ ヴャま ュギャや ノΑコヲゎ るャヲヰシ ゑΒェ リョ ¬ゅツヘャや ヶプ ュギャや ラゅΑゲィ ゲをほわΑ 

∨ マャク るイΒわル るΒヤヘジャや フやゲデΕや ゲをほわゎ モワ :サ 

 . ギΒミほわャゅよ ユバル 
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 () قدرة اTسن على الشفبء
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 اإسعبفبث اأولٍت للكسىر :
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 العنبٌت بأنفسنب ي الفضبء :
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 الوحدة التعلينية اخامسة
 العلوو امتكاملة
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 الوحدة التعلينية السادسة 
 العلني  ااستقصاءشسوع م 

 ي الفضاء البيئياليظاو 
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 م حند اه

 مركسات ومواهب 

سؤال وجواب ملخصات  ِ مركسات  

 ماذج اختبازات  
 

 

 

 

 

 


