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ュシボャや るシΑもケ:

 ﾜゼ. に┚Ｚ⊃ づヾ るゾ にぜち ┩Ｉざﾜゼ
 るョヤバョャや キやキハや:

 に┚Ｚ⊃ づヾ るゾ yＩ⊇┼ﾜゼ

るシケキョャや りケΑキョ:

 ﾜゼ. にぜ｛ づ̈ るゾ ぜ ちâげ
 るΑルヘャや るヰィヱョャや:

 ﾜゼ. にÜ┱Ｚんゾ っき に┫ブＹ ど┫ にぜ▽

 مادة الAبية اإسامية تلخيص  

 للصف الثامن

 الفصل الدراسي اأول

2020-2021 

 

 ا يغني عن الكتاب اWدرسي.  التلخيص مـاحـظـة:



 

≪ 

 

 للصف الثامن للفصل الدراسي اأول :*الدروس اWقررة 

サケキャや ネヱッヱョ メゅィョャや るェヘタャや 

≒-.るΑヱゅヨジャや ょわムャゅよ リョぼぺ りキΑボバャや ≪≡ 

≪- .るハゅヨイャや りΚタ ヴヤハ ナプゅェぺ フΑケセャや ゐΑキェャや ≪∵ 

≫-  .フヲジムャや りΚタ ヶヤタぺ フΑケセャや ゐΑキェャや ≫≫ 

4-  ヶャヲシケ りゴイバョ ァやゲバヨャやヱ ¬やゲシΗや.ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ りケΑシャや ≫∬ 

5-  ヶヤタぺ.るハゅヨィ ヮボヘャや √√ 

∝- .ギΒバャや りΚタ ヶヤタぺ ヮボヘャや ∽≪ 

∵- .ょツピャや リョ ケグェぺ ゆΑクヰゎャや ∽∬ 

∫- .ヵギャやヱ ゲよぺ るΑョΚシΗや るプゅボをャや ∝∝ 

∬- .ゲカΓや ュヲΒャゅよ リョぼぺ りキΑボバャや ∫≪ 

≒≡- .¬ゅボジわシΙや りΚタ ヶヤタぺ フΑケセャや ゐΑキェャや ∫∵ 

≒≒-  ヶャヲシケ りゲイワぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ヮわよゅエタヱぃÅ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ .りケヲレヨャや るレΑギヨャや ヴャま りケΑシャや ∬≪ 

≒≪- .ラゅョぺヱ リョぺ ケやキ りケヲレヨャや るレΑギヨャや や りケΑシャ ∬∬ 

≒≫- .ょゎやヱゲャや リレジャゅよ ュゴわャぺ ヮボヘャや ≒≡√ 

≒√- .るルヲレジヨャや れやヲヤダャや ヶヤタぺ ヮボヘャや ≒≡∬ 

≒∽- .リΑゲカΓや ノョ ノッやヲゎぺ ゆΑクヰゎャや ≒≒∝ 

≒∝- .るルゅョΕや ヴヤハ ソゲェぺ ゆΑクヰゎャや ≒≪≫ 
 

 



 

≫ 

 

                              



 

√ 

 

≒-Αドバャや ヶヤバャや ぶゅよ るボをャやュ.

≪-ケセよャや りキェヱよ ケヱバセャや るΑ
ケキタョャやヱ メシケャや りキェヱヱ.

≫-ケミヘャや ヅよカゎャや ラョ ケケェゎャや ヵ
ヵキボバャやヱ.

≒-  るΑヱゅョシャや ゆゎミャゅよ ラョぼぺ 

*∨るΑヱゅョシャや ゆゎミャゅよ キヱタボョャゅョ ヴャゅバゎ 聴 ゅヰャコルぺ ヶゎャや ゆゎミャやぁ ど┳┗ ちＺゃ ヶェヱャや るヅシやヱよ ヮヤシケ ヴヤハ .ペヤカヤャ るョェケ 

* ∨ るΑヱゅョシャや ゆゎミャや キキハ ュミ 聴 Ιま るΑヱゅョシャや ゆゎミャや キキハ ュヤバΑ Ι. ぁ ど┳┗ ちＺゃ                                 

 ∨ュΑケミャや ラへケボャや ヶプ ヴャゅバゎ 聴 ゅワケミク ヶゎャや るΑヱゅョシャや ゆゎミャや ヶワゅョ* ヶワヱ ゆゎミ るショカ: 

 
∨るΑヱゅョシャや ゆゎミャや ロゅィゎ ポよィやヱゅョ* 

:ュΑケミャや ラへケボャや フΑケバゎ* キョェョ ヮャヱシケ ヴヤハ メコルョャや メィヱ コハ 聴 ュΚミぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ケタホほよ ヵキェゎョャや ヮゎヱΚゎよ キよバゎョャや
.ケゎやヱゎャゅよ ゅルΑャま メヱボルョャや サゅルャや りケヱシよ ュヱゎカョャや るェゎゅヘャや りケヱシよ ¬ヱキよョャや ヮルョ りケヱシ   

 ゆゎミャや ラΑよ ュΑケミャや ラへケボャや るャコルョ ヶワゅョ*∨るΑヱゅョシャや 

 
∨ュΑケミャや ラへケボャや ヱェル ポよィやヱゅョ*                                          :るΑヱゅョシャや ゆゎミャや ラゅョΑΗや れやケョを ヶワゅョ* 

 

   

 

 

  

  

 

ュΑケミャや ラへケボャや ュΑワやケよま フェタ
ヴシヱョヱ ケヱよコャや メΑィルΗや  りやケヱゎャや

ケミャや ラへケボャや ラほよ キゅボゎハΙや ュΑ
ゅバΑョィ ゅヰャ オシゅル.

 ゅヰルョ ウΑェタャや ラほよ ケやケホΗや
ゅッバよ ヮッバよ ベキタΑ.

 キヱィヱョャや ラほよ ラΑボΑャや
フΑケェゎャや ヮよゅタぺ ゅヰルョ

 ゅヰャヱタぺ ラほよ ラゅョΑΗや
 るェΑェタ

メヱタぺ ヴヤハ メョゎセョ
ゅヰハヱケプヱ るΑやキヰャや

りキゅΑコャや ラョ ドヱヘェョ
ラゅタボルャやヱ.

 ラゅョコ メミャ ウャゅタ
ラゅミョヱ.

ヱゅョシャや ゆゎミヤャ オシゅル るΑ
ゅョミェヱ ゅドヘャ るボよゅシャや

ゅヰΑヤハ ゅルョΑヰョヱ.

≒-ΚΑタヘゎヱ るヤョィ ヮよ ラョぼぺ.

≪- ゅョハ ヶヰゎルぺヱ メィヱ コハ 聴 ヮよ ゅルケョぺゅョ メバプぺ
ヮルハ ゅルゅヰル.

≫-ケよキゎぺヱ ヮΑャま れタルぺヱ ヮゎヱΚゎ ペェ ロヱヤゎぺロ.

√-ヮゎゅΑへ ドヘェャ ヴバシぺヱ ヮゎルゅミョヱ ロケキホ ュドハぺ.

∽-聴 ュΚミャ やキェゅィ ラヱミΑ ロケミルぺ ラョ ラぺ ラョぼぺ
ヮャヱシケャ ゅよクミョヱ.



 

∽ 

 

≪- るバョィャや りΚタ ヴヤハ ドプゅェぺ 

れゅェャゅタャや メョハ ラョ るバョィャや ュヱΑ ヶプ ケゅをミΗや ゆィヱ やクゅョャ*∨   

     - りキェヱャ やキΑミほゎヱ ヴャゅバゎ 聴 ケもゅバセャ ゅョΑドバゎ.ヶハゅョィャや メョバャや ゥヱケャ やコΑコバゎヱ ラΑョヤショャや 
 

 

:れやキケヘョャや ヶルゅバョ* 

:るバョィャや りΚタよ るボヤバゎョャや ュゅミェΕや* 

 

 ゆやキへヱ ラルシ*:るバョィャや ュヱΑ 

 

 

 

ラΑヤプゅピャや

ͻラΑワゅシャや

ュゎカャや
ͻるΑヅピゎャや

ュヰハキヱ

ͻュヰミケゎ

ラΑヰゎルΑャ
ͻラヘホヱゎΑャ

ヤタΑ ュを ラΑゎよヅカ ュゅョΗや ゆヅカΑ ヶ
ラΑゎバミケ サゅルャゅよ.ゎΑヘΑミゅヰ  りΚタ れホヱ

ケヰドャや
ゅヰゎホヱ  チケプ

ラΑハ
ゅヰョミェ

ゆヅカΑ ュゅョΗやヱ ュΚミャや ュケェΑ
 ヱぺ ュゅョΗや れミシ やクま ゥゅよΑヱ

¬ゅハキャや ヶプ ネケセ

 ュΚミャや
 ¬ゅルをぺ
るよヅカャや

バゎ 聴 ヮプケタΑ ヴャゅ
ペェャや るプケバョ ラハ

るよヱボハ
ゅヰミケゅゎ

 キバよ ュケェΑ
ルゅをャや ¬やキルャやヶ

 ノΑよャや
¬やケセャやヱ

ケゅをミΗや
 ラョ
¬ゅハキャや

Κタャや りケをミ り
 ヴヤハ

 メヱシケャや
 ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ぃ

 り¬やケホ
 りケヱシ
フヰミャや

Αミよゎャや ケ
 ヴャま

りΚタャや
ポやヱシャや

 りΚタ
ルハ るヤプゅルャや キ
 メヱカキ
キィショャや

ゆΑヅャや メシピャや

りケΑケワ ヶよぺ ラハ き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  ヶよルャや ラハぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ : メゅホ ヮルぺ (  ラョゎカΑャ ヱぺ れゅバョィャや ュヰハキヱ ラハ ュやヱホぺ ラΑヰゎルΑャ
ラΑヤプゅピャや ラョ ラルヱミΑャ ュを ュヰよヱヤホ ヴヤハ 聴 ) 



 

∝ 

 

 ヱぺ ラゅゎョΚハ
ラゅゎケゅョぺ

ラゅゎΑへ
 ラやケΑピゎΑ
キやヱシャや ヴャま

ヘシミルΑラゅ

メミ ヶプ ラゅゎバミケ ンキぼゎ
ゅゎ¬やケホヱ ラゅョゅΑホ るバミケ ラ
ラゅゎキィシヱ ラゅハヱミケヱ.

 るョゅホま ヱぺ ラやクぺ ゅヰャ サΑャ
 ゅヰャ ¬やキルャや ゆェゎシΑヱ

 ドヘヤよ(るバョゅィ りΚタャや)

 ヱぺ るハゅョィ ヴヤタゎ
 るハゅョィャやヱ ンキやケプ

メップぺ

≫- フヱシミャや りΚタ ヶヤタぺ 

∨フヱシミャや りケワゅド メキゎ やクゅョ ヴヤハ*  ヴャま ラゅシルΗや るィゅェ ラΑよゎヱ ヮゎケキホヱ メィヱ コハ 聴 るョドハ ヴヤハ ヮよケ. 

 メヱシケャや キヰハ ヴヤハ サョセャや れヘシミ ヴゎョ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨∨ .ュΑワやケよま ヮルよや れゅョ ュヱΑ 
 

 

 

 : れやキケヘョャや ヶルゅバョ*                                                 :ゐΑキェャや ヵヱやケ ラハ れゅョヱヤバョ*  
  

 

∨フヱシミャや ラョ るョミェャゅョ*  -へ ラョ るΑへ れゅΑ.ヮゎケキホ ケゅバセゎシや ゆィヱゎ 聴   * 聴 フΑヱカゎヱ ケΑミクゎぁ ど┳┗ ちＺゃ サゅルヤャ.  

∨フヱシミャや りΚタ ュミェゅョ .りキミぼョ るルシ 

∨フヱシミャや りΚタ るΑヘΑミ* 
 

 

 

 

 

ͻケゅヰルャや ヶプ ヮッバよ ヱぺ サョセャや ¬ヱッ ゆゅワク∩チケΕやヱ サョセャや ラΑよ ケョボャや ネヱホヱャ.サョセャや フヱシミ
ͻケョボャやヱ サョセャや ラΑよ チケΕや ネヱホヱャ ヮッバよ ヱぺ ケョボャや ケヱル ゆゅワク.ケョボャや フヱシカ

 キヱバショ ラよ 聴 キよハ ラハき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ –  聴 メヱシケ ラぺ け↑ゆゼ ぜ▽̈ぃ▽┻┗ き にï■ぇ  :メゅホ れヱョャ ラゅヘシミルΑ Ι ケョボャやヱ サョセャや ラま (
)やヱヤタプ やヱョヱボプ ゅョワヱョゎΑぺケ やクみプ 聴 れゅΑへ ラョ ラゅゎΑへ ゅョヰルミャヱ サゅルャや ラョ キェぺ 

ヱバショ ラよ 聴 キよハ キ
 ヶャクヰャやき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ

 ヶプ ポケゅセ
 ラョ ケΑをミャや
れやヱコピャや

 メもやヱぺ ラョ
やヱョヤシぺ ラョ

 ケヰィ ラョ メヱぺ
 ラへケボャゅよ
ュΑケミャや

ラΑゎケィヰャや ケィゅワ
(るルΑキョャやヱ るセよェャや)

 ヶプ キャヱ
るミョ

 ヶプ ヶプヱゎ
 ュゅハ るルΑキョャや

≫≪⇒ワ



 

∵ 

 

√- ヶャヱシケ りコィバョ ァやケバョャやヱ ¬やケシΗやぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ 

:ァやケバョャやヱ ¬やケシΗや るヤェケ ラハ れゅョヱヤバョ* 

:ァやケバョャやヱ ¬やケシΗや ゐやキェぺ コケよぺ ヶワゅョ* 

 

 ゅルΑよルャ ンケショ ラヱミΑャ ヴタホΕや キィショャや ケゅΑゎカや ラョ るョミェャゅョ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨∨ 

 

( ヶヤヤハ* メヱシケャや めルゅワ ュぺ れェタルぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ ァやケバョャやヱ ¬やケシΗや るヤΑャ ヶプ ヮャ ゐキェ ゅョよ ケよカΑ Ιぺ∨) 

. ¬ヱシャゅよ るミョ メワぺ るルシャぺ ヮャゅルゎ ラぺ ヮΑヤハ ゅタケェ 

( : メもゅボャや ラョ* ヶルま.. ベキタ キボャ ポャク メゅホ ラゅミ ラもャ¬ゅョシャや ケよカよ ヮホキタぺ∩ ポャク ラョ キバよぺ ヱワ ゅョΑプ ヮホキタぺ ) 

メもゅボャや: ケミよ ヱよぺペΑキタャや るよシゅルョャや: メヱシケャや ュワケよカぺ ラΑェぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  るヤΑャ ヶプ ロへケ ゅョよァやケバョャやヱ ¬やケシΗや .るミョ メワぺ ヮよクミヱ 

∨ァやケバョャやヱ ¬やケシΗや るヤェケ ラョ ケよバャやヱ サヱケキャや ヶワゅョ* 

 

ͻゥヱケャやヱ キシィャゅよ ヴタホΕや キィショャや ヴャま ュやケェャや キィショャや ラョ メゅボゎルΙや¬やケシΗや
ͻ ヶよルャゅよ キヱバタャや ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨プゅョヱ Κバャや れやヱゅョシャや ヴャま ヴタホΕや キィショャや ラョラヰホヱ.ァやケバョャや

メΑケよィ
 ヽ るゾ き にï■ぇ┐Ｎ〒

るよェタャや ベやケよャやるヤΑシヱャや
 ¬コィ
 ケΑシΑ
メΑヤャや ラョ

ゅヰゎキョ  るルシャや≒≡
をバよャや ラョるゅヰカΑケゅゎ

√- れッケプ
 るョぺ ヴヤハ りΚタャや

 キョェョぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨.

≫- ヴヤハ チケハ
 ヶよルャや ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ

 ケョカャやヱ ラよヤャや
ラよヤャや ケゅゎカゅプ.

≪- ケヱョΕや チバよ るΑぼケ
ゅヰルョ るΑよΑピャや:
ケヱョバョャや れΑよャや- るルィャや

ケゅルャやヱ-ヴヰゎルョャや りケキシ

≒- ¬ゅボゎャΗや
 ¬ゅΑよルΕゅよ〒ヽるゾ ぃÅ にö■ぇ っ┕Ｎ〒‥らゾ┗ ┐Ｎ

 ヶプ ゅョゅョま ュヰよ
ヴタホΕや キィショャや.

 るャゅシケ ラぺ ヴャま りケゅセま
るプゅミ サゅルヤャ ュΚシΗや.

 ラΑキ ラぺ ヴヤハ キΑミゅゎャや
ュΚシΗや ヱワ キェやヱ ¬ゅΑよルΕや.

ゎΑョワぺヱ ヮゎルゅミョ ュドハ ラゅΑよ ヮ
ラΑゎヤよボャや ヴャヱぺ ヱヰプ

ぶ るΑキヱよバャや
ヴャゅバゎ

るボをャや聴 ケタルよ
ロキゅよバャ ヴャゅバゎ.

 ラΑキ ュΚシΗや
 るΑやキヰャや
りケヅヘャやヱ

キワゅセョャゅよ ュΑヤバゎャや り
 オΑシケゎ ケドルャやヱ

れゅョヱヤバョヤャ

 りΚタャや るΑョワぺ
 キゅョハ ヶヰプ

ラΑキャや



 

∫ 

 

 

* ラΑョヤショヤャ 聴 ネケセ :ヶヤヤハ∨サョカャや れやヱヤタャや ¬やキΕ キィゅショャや ヶプ るヤΑャヱ ュヱΑ メミ ネゅョゎィΙや 

.ュヰョェΚゎヱ ュヰゎヱボャ やケゅヰドまヱ ュヰミシゅョゎヱ ュヰルヱゅバゎ ヶプ りキェやヱ りケシぺ やヱルヱミΑ ヴゎェ  

ゅョ* ゅョ メホぺ ∨ るハゅョィャや りΚタ ヮよ キボバルゎ . ヮバョ ュヱョほョヱ ュゅョま ラゅルをや 

∨ るハゅョィャや りΚタ ラョ るョミェャゅョ* 

∨るハゅョィャや りΚタ メップ ヱワゅョ* 

 

:るハゅョィャや りΚタよ るボヤバゎョャや メもゅショャや チバよ* 

 

 

:ヮョゅョま ノョ ュヱョほョャや メやヱェぺ* 

るャゅェャや ゅヰヘタヱ ゅヰョミェ 

るバよゅゎョャや りケセゅよョ ヮョゅョま ゆボハ ケカへ ヴャま ラミケ ラョ メボゎルΑ るよィやヱ 

るボプやヱョャや ヮョゅョま ノョ ケカへ ヴャま ラミケ ラョ メボゎルΑ るワヱケミョ 

るヘャゅカョャや ヮョゅョま ラハ ラゅミケΕや ラΑよ メゅボゎルΙや ヶプ ケカほゎΑ るワヱケミョ 

るボよゅショャや ヮョゅョま ヴヤハ りΚタャや れΙゅボゎルや ヶプ ュキボゎΑ るョケェョ 

:るハゅョィャや りΚタ ポケゎャ るェΑよョャや ケやクハΕや ヶワゅョ* 

 

 ケィΕや るヘハゅッョ
ゆやヱをャやヱ

 メワゅィャや ュΑヤバゎ
メゅッャや キゅセケまヱ

 ュヤショャや ケゅバセま
 ネヱセカャゅよ
ラゅルもョヅΗやヱ

 ュゅドルャや キゅΑゎハや
ヶプ メョバャや ¬やキぺヱ

ヮゎホヱ

 ケヅョャゅよ ヵクほゎャや
キケよャや ヱぺ ケェャや ヱぺ

ラΑキΑキセャや

ペボェョャや フヱカャや
ヱぺ サヘルャや ヴヤハ
メワΕや ヱぺ メゅョャや

 ケヱッェ
ュゅバヅャや チケョャや

れゅもΑシャや ヅェヱ れゅィケキャや ノプケ 
 ヅ

るョゅΑボャや ュヱΑ ュゅゎャや ケヱルャや ャや ケィぺ るヘハゅッョりΚタ 

∽-るハゅョィ ヶヤタぺ 

ヶプ るヤプゅルャや りΚタ
キィショャや

 りΚタャや れョΑホぺ やクま
ゅヰΑヤタΑ Κプ

ゅヰヤップ ヮよ ポケキΑゅョ

 るョΑヤシゎ ポやケキみよ
ヴャヱΕや ュゅョΗや

ベヱよショャや りΚタ

ケよミΑ キィショャや メカキ やクま
ュゅョΗや ノョ ノよゅゎΑヱ

 フヤカ キケヘルョャや りΚタ
りケヱケッ ケΑピャ フタャや

ウタゎ Ι

るハゅョィ ¬ゅシルャや ケヱッェ
キィゅショャや ヶプ

コもゅィ



 

∬ 

 

  

∨)ュシΙや やクヰよ キΑバャや ヶョシ( ヶヤヤハ . キキィゎョ ゥケヘよ ュゅハ メミ ケケミゎΑヱ キヱバΑ ヮルΕ 

キΑハヱ ケヅヘャや キΑハ ラヱミΑ ヴゎョ* ∨ ヴェッΕや   ヶプ ケヅヘャや キΑハ≒  メやヱセ ラョ-  ヶプ ヴェッΕや キΑハ≒≡ るィェャや ヵク ラョ. 

:キΑバャや りΚタ ラハ れゅョヱヤバョ*  

ゅヰゎΑハヱケセョ りケィヰャや ラョ ヴャヱΕや るルシャや ヶプ 

ゅヰョミェ るΑゅヘミ チケプ 

ゅヰもやキぺ ラゅミョ .キィショャや ヶプ ゅヰゎΚタ コヱィΑヱ メップΕや ヱワヱ ヴヤタョャや ヶプ 

ゅヰゎホヱ  メやヱコャや れホヱ ヴャま キゎョΑヱ ゅよΑケボゎ るハゅシ ノよケよ サョセャや ネヱヤヅ ラョ 

 るルシャやヱ ュΑキボゎヱ ヴェッΕや キΑハ りΚタケΑカほゎ .ケヅヘャや りΚタ 

*タ るΑヘΑミ:キΑバャや りΚ 
 

 

 

 

*:キΑバャや りΚタよ るボヤバゎョャや メもゅショャや チバよ 

 

   

∨ペヤヅョャや ケΑよミゎャや ぺキよΑ ヴゎョ* 

 

∨キΑボョャや ケΑよミゎャや ぺキよΑ ヴゎョ* 

 メヱカキ クルョ ラシΑ
 るィェャや ヵク ケヰセ
 ュヱΑャや ケカへ ヴャま

ヮルョ ノシゅゎャや.

キΑハ ヶプ
ヴェッΕや  ゆヱケビ ラョ ラシΑ

 ュヱΑ ケカへ サョセ
ラゅッョケ ラョ

キΑハ ヶプ
ケヅヘャや

∝- キΑバャや りΚタ ヶヤタぺ 

キΑボョャや ケΑよミゎャや 

( ゆボハ ュゎΑ ヮルΕ やキΑボョ ヶョシ
 ヶプ ゅワΚタ るッΑケプ メミ

ヴェッΕや キΑハ ヶプ るハゅョィ) 

ペヤヅョャや ケΑよミゎャや 

( れホヱよ キΑボΑ ュャ
キキェョ) 

 ラョ ぺキよΑ.るをΚをャや ペΑケセゎャや ュゅΑぺ ラョ ュヱΑ ケカへ ヴャま るプケハ ュヱΑ ケィプ りΚタ 

 キΑバャや りΚタ
 ラゅゎバミケ ケΑビ ラョ

.るョゅホま ヱぺ ラやクぺ 

 :ヴャヱΕや るバミケャや ュゅョΗや ケよミΑ  

∝ ュやケェΗや りケΑよミゎ キバよ れやケΑよミゎ
 ぺケボΑ ュを ラヱヤタョャや ケよミΑヱ るェゎゅヘャや

 りケヱシ ゅワキバよ ぺケボΑヱヴヤハΕや  ヱぺ
.ュΑケミャや ラへケボャや ラョ ケシΑゎゅョ 

 るバミケャや:るΑルゅをャや ュゅョΗや ケよミΑ∽ 
 ケよミΑヱ ュゅΑボャや りケΑよミゎ キバよ れやケΑよミゎ

 ぺケボΑ ュを ラヱヤタョャやるェゎゅヘャや  ぺケボΑヱ
 りケヱシ ゅワキバよ るΑセゅピャや ケシΑゎゅョ ヱぺ

.ュΑケミャや ラへケボャや ラョ 

 ュゅョΗや ゆヅカΑ りΚタャや キバよ
ミ ラΑゎよヅカ るバョィャや ヶゎよヅカ

 ヶプ ケヅヘャや りゅミコ メッヘよ ケミクΑ
 ヴェッΕや キΑハ ヶプヱ ケヅヘャや キΑハ

.るΑェッΕや メッヘよ ケミクΑ 

ャや ヶゎヤΑャ ケΑよミゎャや ラシΑ ラΑキΑバ
 ュゅΑぺヱ るィェャや ヵク ラョ ケセハヱ

ラゅハヱル ヱワヱ ペΑケセゎャや:

プ ヱぺ キΑバャや りΚタ ヮゎゎゅプ ラョャ ラシΑ ヮゎゅ
ヘルョ ゅワゅッホ ¬やヱシ ゅワぼゅッホ ゅヰッバよ  やキケ

るハゅョィ ノョ ヱぺ

 ラョ キΑバャや りΚタ ウタゎ
Αよタャやヱ ¬ゅシルャやヱ メゅィケャや ラゅ
ラΑョΑボョヱ ラΑケプゅショ



 

≒≡ 

 

∨キΑバャや ゆやキへ ヶワゅョ*

 

 

 : ヱワ ゆッピャや* ュミェゎャや ヴヤハ りケキボャや ュキハヱ メゅバヘルΗやヱ ラやケヱをャや ヴャま ヮよェゅタよ ヵキぼΑ ヵケヅプ ノよヅ.ヮャゅバプぺヱ ヮャやヱホぺ ヶプ 

 

                  

∨ノョゎィョャやヱ キケヘャや ヴヤハ ゆッピャや ケゅをへ ヶワゅョ*   
 

:ゆッピャや るィャゅバョ るΑヘΑミ* 

 

 

 

 

 ラョ メミΕや
 キバよ るΑェッΕや
ヴェッΕや りΚタ

 メよホ メミΕや
 ァヱケカャや

ケヅヘャや りΚタャ
 るヘャゅカョ
ペΑケヅャや

Κタヤャ ヶセョャや り
ホヱヱ るルΑミシよケゅ

 メシピャや
ゆΑヅゎャやヱ

キヱョェョ ゆッビ

 メィヱ コハ ぶ ゆッピャや-
 フケセャやヱ ラΑキャや りケタルャヱ

ラヅヱャやヱ.

ュヱョクョ ゆッビ

ビケャやヱ サヘルャや ケゅタゎルや ゆッピャや るよ
ケΑピャゅよ ケケッャや ベゅェャま ヶプ.

メやキゎハΙや

ͻプ ュミェゎャやヱ サヘルャや ヅよッよ ラヱミΑヱ ヶ
メボバャやヱ ネケセャや ペプヱ ヮャゅバプぺヱ ヮャやヱホぺ.

ヅやケプΗや

ͻヱホぺ ヴヤハ るヘタャや ロクワ るよヤピよ ラヱミΑヱ ヮャや
ベΚビΗや るィケキャ ヮャゅバプぺヱ:

ͻ(ケΑミヘゎャや ラハ メボバャや フホヱゎ)

ラΑョドゅミャや メップ ケミクゎ
 ラハ ラΑプゅバャやヱ ドΑピヤャ

サゅルャや
バッヱャや ケΑΑピゎるΑ ¬ヱッヱャや  れョタャや

れヱミシャやヱ
ぶゅよ りクゅバゎシΙや
 ラゅヅΑセャや ラョ

ュΑィケャや

∵-  ラョ ケクェぺ
ゆッピャや

 ュゅシホぺ
ゆッピャや 

 れゅィケキ
ゆッピャや 

 ラゎヘャや メゅバセま
 るホやケまヱ ラェョャやヱ

¬ゅョキャや

 ュゅェケΕや ノヅホ
れゅホΚバャや ケΑョキゎヱ

るΑケシΕや

 ケゅセゎルや
 りヱやキバャや
¬ゅッピよャやヱ



 

≒≒ 

 

  

: ゅョヰホヱボハヱ ラΑキャやヱャや ケよ ラΑよ ヶルケゅホ* 

るルケゅボョャや ヮィヱ ケよャや ベヱボバャや 

フΑケバゎャや メバヘャやヱ メヱボャや ヶプ ゅョヰΑャま ラゅシェΗや キャやヱャや ヮよ ンクほゎΑ メバプ ヱぺ メヱホ メミ . ロキャヱ ラョ 

ュミェャや ゆィやヱ .ケもゅよミャや ラョ キバΑヱ ュやケェ 

ロケをぺ るルィャや メヱカキャ ゆよシ*ケョバャや メヱヅ*ベコケャや るバシ 

 ゆヱルクャや りケヘピョ*ゆもゅタョャや ラョ りゅィルャやヱ 

.¬ゅルよΕや ケよ メヱタェ ヶプ ゆよシ 

.れゅハゅヅャや メヱよホ ュキハヱ ヴャゅバゎ 聴 ヅカシャ チケバゎャや 

ヮルョ るミケよャや ネやコゎルやヱ ケョバャや ケタホ*.るホゅヘャやヱ ケボヘヤャ チケバゎャや 

るルゅヰョャやヱ るャクャや*.¬ゅルよΕや ベヱボハ メヱタェ ヶプ ゆよシ 

:ヮハヱルヱ ヵキャやヱ ペェ るΑハケセャや るャキΕや ラョ ヶヅよルゎシや* 

ヶハケセャや メΑャキャや ヵキャやヱ ペェ ペェャや ネヱル 

} ⌒ハ ⌒ヮ⌒よ ∠ポ∠ャ ∠サ∇Α∠ャ ゅ ∠ョ ヶ⌒よ ∠ポ ⌒ケ∇セ⊥ゎ ラ∠ぺ 音ヴ∠ヤ∠ハ ∠ポや∠キ∠ワゅ ∠ィ ラ⌒ま ∠ヱ 徽 ゅ ∠ョ⊥ヰ∇バ ⌒ヅ⊥ゎ ∠Κ∠プ ∀ュ∇ヤ{  ゅョヰよヤヅヱ ゅョワケョぺ ュΑキボゎ ヶヤョハ 

} ュ⊥ゎ∇ボ∠ヘル∠ぺ ゅ ∠ョ ∇メ⊥ホ 徽 ∠ラヱ⊥ボ⌒ヘル⊥Α や∠クゅ ∠ョ ∠ポ∠ルヱ⊥ャ∠ ほ ∇シ∠Α ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ヤ⌒ヤ∠プ ∃ケ∇Α ∠カ ∇ラ ⌒∂ョ{ .ゅョヰΑヤハ ベゅヘルΗや ヶヤョハ 

}  ∠ケ∠よ ⌒ミ∇ャや ∠ポ∠キル ⌒ハ ｚラ∠ピ⊥ヤ∇よ∠Α ゅ ｚョ⌒ま 起 ゅ⇔ルゅ∠シ ∇ェ⌒ま ⌒ラ∇Α ∠キ⌒ャや ∠ヱ∇ャゅ⌒よ ∠ヱ ⊥ロゅｚΑ⌒ま ｚΙ⌒ま やヱ⊥キ⊥よ ∇バ∠ゎ ｚΙ∠ぺ ∠ポぁよ ∠ケ 音ヴ ∠ッ∠ホ ∠ヱ
メ⊥ホ ∠ヱ ゅ ∠ョ⊥ワ ∇ケ ∠ヰ∇ル∠ゎ ∠Ι ∠ヱ ∃ ∂フ⊥ぺ ゅ ∠ョ⊥ヰｚャ メ⊥ボ∠ゎ ∠Κ∠プ ゅ ∠ョ⊥ワ ∠Κ ⌒ミ ∇ヱ∠ぺ ゅ ∠ョ⊥ワ⊥キ ∠ェ∠ぺ ゅ ⇔ョΑ ⌒ケ∠ミ ⇔Ι ∇ヱ∠ホ ゅ ∠ョ⊥ヰｚャ { 

 ゅョヰルョ ケィッゎャや ュキハ
.ゐΑキェャや ラシェほよ ゅョヰゎよヅゅカョヱ 

ヶャヱホ 

}   ⌒る ∠ョ ∇ェ ｚケャや ∠ラ ⌒ョ ⌒∂メぁクャや ∠ゥゅ∠ル ∠ィ ゅ ∠ョ ⊥ヰ∠ャ ∇チ⌒ヘ ∇カや ∠ヱ..{   ケヱケシャや メゅカキまヱ ゅョヰゎヘヅΚョ
.ゅョヰΑヤハ 

 ヶャヱホ
ヶヤバプヱ 

}や ⇔ケΑ ⌒ピ ∠タ ヶ⌒ルゅ∠Αｚよ ∠ケ ゅ ∠ョ∠ミ ゅ ∠ョ⊥ヰ ∇ョ ∠ェ ∇ケや ⌒ ∂ゆ ｚケ メ⊥ホ ∠ヱ { .ゅョヰャ ¬ゅハキャや ヶャヱホ 

りケΑケワ ヶよぺ ラハ き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ – ヶよルヤャ メゅホ Κィケ ラぺ け↑ゆゼ ぜ▽̈ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ :(( れゅョ ヶよぺ ラま
メゅホ ∨ ヮルハ ベキタゎぺ ラぺ ヮルハ ケヘミΑ メヰプ ソヱΑ ュャヱ Ιゅョ ポケゎヱ  :ュバル)) 

.ゅョヰルハ ベキタゎャや ヶヤョハ 

 

 

 

         ∨ペよゅシャや ゐΑキェャや メキΑ やクゅョ ヴヤハ*  .ラゅシェΗやヱ ケよャや ラョ キΑコョよ ヶョぺ ソカぺ ラぺ ヴヤハ 

∫- ヵキャやヱ ケよぺ 

 りケΑケワ ヶよぺ ラハ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブき ちïぃ - : メゅホ  聴 メヱシケ ヴャま メィケ ¬ゅィぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ : メゅボプョ ( ラシェよ サゅルャや ペェぺ ラ
: メゅホ ∨ ヶゎよゅェタポョぺ :メゅホ ∨ラョ ュを: メゅホ ポョぺ ュを :メゅホ ∨ラョ ュを :メゅホ ポョぺ ュを : メゅホ ∨ラョ ュを: メゅホポヱよぺ ) 

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html


 

≒≪ 

 

ヵキキハ* :ラΑキャやヱャや ベヱボハ ケワゅドョ チバよ 

 

 

Ηや ヴルバョ*:ケカΓや ュヱΑャゅよ ラゅョΑ 聴 ヮよ ケよカぺ ゅョ メミよ ュコゅィャや ペΑキタゎャやぁ ど┳┗ ちＺゃ  キョェョ ヮャヱシケ ケよカぺヱ ヮよゅゎミ ヶプけ↑ゆゼ ぜ▽̈ き にï■ぇ .ぃ▽┻┗ 

*:ゅヰルョ るΑシェヱ るΑヤボハ るャキほよ ゐバよャや ヵケミルョ ュハコ ュΑケミャや ラへケボャや メヅよぺ 

メΑャキャや ヮハヱル るΑΓや 

ヴヤハ ケキゅボャや  ロケョ ヮゎキゅハま ヴヤハ ケキゅホ ュキハ ラョ ペヤカャや キゅィΑま
.¬やコィャやヱ ゆゅシェヤャ ンケカぺ 

ヶヤボハ (Α ⌒バ⊥Α ｚュ⊥を ∠ペ∇ヤ ∠カ∇ャや ⊥ぺ ∠キ∇よ∠Α ヵ ⌒クｚャや ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ 起 ⌒ヮ∇Α∠ヤ∠ハ ⊥ラ ∠ヱ ∇ワ∠ぺ ∠ヱ⊥ワ ∠ヱ ⊥ロ⊥キ) 

.るゎΑョャや チケΕや ¬ゅΑェま ヶシェ ( ゅ∠ヰ∇Α∠ヤ ∠ハ ゅ∠ル∇ャ ∠コル∠ぺ や∠ク⌒み∠プ ⇔る∠バ ⌒セゅ ∠カ ∠チ ∇ケ∠ ∇Εや ン ∠ケ∠ゎ ∠ポｚル∠ぺ ⌒ヮ⌒ゎゅ∠Αへ ∇ラ ⌒ョ ∠ヱ
 起 音ヴ∠ゎ ∇ヱ ∠ョ∇ャや ヶ⌒Α ∇ェ ⊥ョ∠ャ ゅ∠ワゅ∠Α ∇ェ∠ぺ ヵ ⌒クｚャや ｚラ⌒ま 起 ∇れ∠よ ∠ケ ∠ヱ ∇れ ｚコ∠ゎ ∇ワや ∠¬ゅ ∠ョ∇ャや)  

∨ ケカΓや ュヱΑャゅよ ュΑケミャや ラへケボャや ュゅョゎワや ケワゅドョ ヶワゅョ* 

 

∨ケカΓや ュヱΑャやヱ ぶゅよ ラゅョΑΗや れやケョを ヶワゅョ* 

 

   

 ゅョヰΑヤハ メゅボをΗや
れゅよヤヅャや りケをミよ

 ゅョヰルハ ヶヤカゎャやヱ
るィゅェャや れホヱ.

 ゐミョャや
 ΚΑヱヅ
 ァケゅカ
メコルョャや.

 りケゅをま
 れΚミセョャや

ゅョヰョゅョぺ.

 ポケゎ
 ラやクもゎシΗや

 メヱカキャや メゅェ
ゅョヰΑヤハ.

 るェゅセΗや
ゅョヰルハ ヮィヱャゅよ
 ゅをキェゎ やクま
¬やコヰゎシΗやヱ.

 ポケゎ
 ゅョヰゎキハゅショ
 メゅョハぺ ヶプ

メコルョャや.

Αプ ケヱキΑ ゅョハ りケよバョ ¬ゅョシほよ ロゅョシぺ ヮ
ゐやキェぺヱ ノもゅホヱ ラョ

 メタプヱ るハヱルゎョ ゆΑャゅシほよ ロケミク
ゅェッやヱ ΚΑタヘゎ ヮャやヱェぺ

ぶゅよ ラゅョΑΗゅよ ヮヅよケ
メィヱ コハ

 ラョぺヱ ラゅヅヱΕや ケやケボゎシや
れゅバョゎィョャや

ゅΑルキヤャ メョバャや ラΑよ るルコやヱョャや
りケカΔャ メョバャやヱ ポヱヤシャや ュΑヱボゎ

るョヤミャや ゅワゅルバョ 
¬ゅッボャや ケやキ  ゆゅヅカャや ラよ ケョハ ケやキ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ.き ちïぃ 

メやヱョΕや るΑセゅョャや 
メよシャや れバヅボルや ュゅバヅャや メホヱ メよΗや れヘバッ 

ゅルをΑピΑ ゅル¬ゅハキ ゆΑィΑヱ ケヅョャや ゅルΑボシΑ 

∬-ケカΓや ュヱΑャゅよ ラョぼぺ 

≒≡- ¬ゅボシゎシΙや りΚタ ヶヤタぺ 

ポャゅョ ラよ サルぺ ラハ き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ :ュヱΑ キィショャや メカキ Κィケ ラぺ  ラョ るバョィ
聴 メヱシケヱ ¬ゅッボャや ケやキ ヱェル ラゅミ ゆゅよ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ゆヅカΑ ュもゅホ

聴 メヱシケ メよボゎシゅプ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ュを ゅョもゅホ: 聴 メヱシケゅΑ : メゅホ 
ゅルをΑピΑ 聴 ネキゅプ メよシャや れバヅボルやヱ メやヱョΕや れミヤワ 聴 メヱシケ ノプケヤプ 

ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ ュを ヮΑキΑ ((:メゅホゅルをビぺ ュヰヤャや ∩ゅルをビぺ ュヰヤャや ∩ゅルをビぺ ュヰヤャや)) 



 

≒≫ 

 

 るよゅェタャや りケィワ Å
ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ

るルΑキョャや ヴャま

ͻ メヱシケャや ラクぺ ┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽
 るよゅェタヤャぃÅ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ

 るルΑキョャや ヴャま りケィヰャゅよ
りケヱルョャや.

 ヶプ るΑルゅをャや るよボバャや るバΑよ
ュゅバャや≒≫るをバよャや ラョ

ͻ ノΑゅよ∵≫ Κィケ
 ケゅタルΕや ラョ ラゅゎぺケョやヱ

アェャや ュシヱョ ヶプ やケシ
るよボバャや キルハ.

プ ヴャヱΕや るよボバャや るバΑよ ヶ
るルシャや≒≪るをバよャや ラョ

ͻ メヱシケャや ノΑゅよ ■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽┻┗ き にï
≒≪ サヱΕや ラョ Κィケ

 ヴヤハ ァケコカャやヱ
ュΚシΗや.

 ケゅタルΕや りヱハキ ¬キよ
 るルシャや ヶプ ュΚシΘャ

≒≒るをバよャや ラョ
ͻ メヱシケャや ゅハキ ┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽

 るよボバャや ラハ∝ ラョ メゅィケ
るヤΑよホ ラョ るルΑキョャや メワぺ
ュΚシΗや ヴャま ァケコカャや.

: )ポャゅョ ラよ サルぺ( ゐΑキェャや ヵヱやケ ラハ れゅョヱヤバョ*

∨¬ゅボシゎシΗゅよ キヱタボョャゅョ*  聴 ラョ ¬ゅョャや ゅΑボシ ゆヤヅ ヱワ.ケヅョャや ネゅヅボルやヱ ゆキィャや メヱタェ キルハ メィヱ コハ 

∨ヮョミェゅョ* りキミぼョ るルシ   ∨ヮゎΑハキぺ ヶワゅョヱ*ゅヰルョ りケΑをミ((Αケョ ゅをΑピョ ゅをΑビ ゅルボシや ュヰヤャや))メィへ ケΑビ Κィゅハ ケゅッ ケΑビ ゅバプゅル ゅも 

: ¬ゅボシゎシΙや りΚタ るΑヘΑミ* 

∨¬ゅボシゎシΙや ゆやキへ ヶワゅョ* 

りΚタヤャ ァヱケカャや メよホ りΚタャや キバよ ケヅョャや メヱコル キバよ 

- ネヱセカャやヱ ノッやヱゎャや.メャクゎャやヱ 

-.ュゅΑタャやヱ るホキタャや ァやケカまヱ るよヱゎャや 

-.ラΑョタゅカゎョャや ラΑよ るェャゅタョャや 

-.ゥΚタャやヱ  ラΑキャや メワぺ キヱィヱ 

 ¬やキケャや ゆヤホ ゆキルΑ ラほよ ∩
 ュヰルゅョΑぺ ヴヤハ ゅョ やヱヤバィΑ

.ュヰヤもゅョセ ヴヤハ 

- : メヱホ.ヮゎョェケヱ 聴 メッヘよ ゅルケヅョ 

-.ラキよャや ゆΑタΑャ ケヅョャや メヱぺ ヶプ フヱホヱャや 

-(:ケヅョャや ラョ フヱカャや メゅェ ¬ゅハキャや ゅルΑャやヱェ ュヰヤャや
 ラヱヅよヱ ゆやケドャやヱ ュゅミΓや ヴヤハ ュヰヤャや ゅルΑヤハ Ιヱ

ケィセャや れよゅルョヱ るΑキヱΕや) 

 

   

:りケィヰャや メよホ れをキェ ヶゎャや ゐやキェΕや ヶよゎケ* 

 

 

 

 

ヮゎゅプヱ

ͻ90 りケィヰヤャ
 ロケョハ ラゅミヱ

≒≡≡るルシ

ロキャヱョ

ͻ10メよホ
りケィヰャや

ヮヤョハ

ͻ メヱシケ ュキゅカ
 聴き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽┻┗

ヮゎΑルミ

ͻりコョェ ヱよぺ

ヮョシや
ͻ ラよ ポャゅョ ラよ サルぺ

 ヶィケコカャや ケッルャや
 ヵケゅタルΕやき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ

 るよヅカ
りキェやヱるよヅカャや  るヘタミ

Αバャや りΚタキゎヘタゅヰ
 ヴヤタョャや
プ ウタゎヱ ヶ
キィショャや

ゅヰルゅミョ
 キルハ

 るィゅェャや
¬ゅョヤャ

ゅヰゎホヱ ラゅゎバミケ キキハ
ゅヰゎゅバミケ

≒≒-  ヶャヱシケ りケィワぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ヮゎよゅェタヱぃÅ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ りケヱルョャや るルΑキョャや ヴャま 



 

≒√ 

 

* メヱシケャや メシケぺ : ヶヤヤハぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ケΑョハ ラよ ゆバタョ メΑヤィャや ヶよゅェタャやき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ ∨ァケコカャやヱ サヱΖャ  

.ラΑキャや ヶプ ュヰヰボヘΑヱ ュΑケミャや ラへケボャや ュヰもケボΑャ 

 ケΑョハ ラよ ゆバタョ メΑヤィャや ヶよゅェタャや ゆボャ やクゅョよ*き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ ∨.ュΚシΗや ヶプ ケΑヘシ メヱぺ 

∨ るΑルゅをャや るよボバャや るバΑよ ヶプ ベゅヘゎΙや ュゎ やクゅョ ヴヤハ*  フヱケバョャゅよ ケョΕや ヴヤハヱ るハゅヅャやヱ ノョシャや ヴヤハ ヮゎケタル ヴヤハヱ ケミルョャや ラハ ヶヰルャやヱ
( ..ュヰΑャま ュキホ やクまケΑョハ ラよ ゆバタョ りケゅヘシ りケョを ロクワ れルゅミプ) 

∨りケィヰヤャ ヅΑヅカゎャや ュゎ フΑミ* 

∨ペェャや りケタル ヶプ ゆゅよセャや ケヱキ ヱワゅョ* 

るΑタカセャや りケィヰャや ヶプ ゅワケヱキ 

 ゆャゅヅ ヶよぺ ラよ ヶヤハき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  メヱシケャや スやケプ ヶプ ュヱルャやぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  メヱシケャや キルハ れルゅミ ヶゎャや ノもやキヱャや キケヱ ラΑミケセョャや メΑヤッゎャ
ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ .ゅヰよゅェタΕ 

 ケミよ ヶよぺ ラよ 聴 キよハき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  メヱシケャや キΑヱコゎぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨  ペΑキタャや ケミよ ヶよぺヱき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ . ラΑミケセョャや ケゅよカほよ ケゅピャや ヶプ ゅョワヱ 

 ケミよ ヶよぺ れルよ ¬ゅョシぺき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  ュゅバヅャや ラΑョほゎ.ラΑホゅヅルャや れやクよ れΑョシ ポャクャ ¬ゅョャやヱ 

 りケΑヰプ ラよ ケョゅハき ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ ケミよ ヶよぺ ラよ 聴 キよハ ュやキホぺ ケゅをへ るャやコま .Ｉ⊇Å ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ 

∨りケヱルョャや るルΑキョャや ヶプ ュΚシΗや るャヱキ ¬ゅルよ サシぺ ヶワゅョ* 

 

 

 ネゅよゎや
 るΑケシャや

 ヶプ るョゅゎャや
カャや クΑヘルゎるヅ

 ケゅビ ケゅΑゎカや
よゎカΘャ ケヱを ¬ゅ

ヮΑプ

 ケゅィもゎシや
 キよハ メΑャキャや
ボΑケぺ ラよ 聴ヅ

 キやキハま
 ラΑゎヤェやケャや

 ラΑゎヤャや
 ゅョヰヤョェゎシ

りケィヰヤャ

 ラョ ケゅΑゎカや
ュヰャ ラヱミΑシ
 ヶプ ケヱキ
りケィヰャや

ヶよぺ ケゅΑゎカや
Αキタャや ケミよ ペ

 き ちïぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブΑプケ ゅボ
りケィヰヤャ

¬ゅルよャや るΑケやケョゎシや
ヶョヤバャやヱ ヵヱよケゎャや

ヵヱハキャやヱ
 スΑィャや キやキハま
るャヱキャや るΑゅョェャ

るボΑをヱ ケやキタま
 るホΚバャや ュドルゎ
Αョヤショャや ラΑよ ラ
キヱヰΑャやヱ

 ラΑよ りゅカやぼョャや
 ラΑケィゅヰョャや
ケゅタルΕやヱ

キィショャや ¬ゅルよ



 

≒∽ 

 

 

れルゅミ ヶゎャや フもやヱヅャや ヶワゅョ* ∨ りケヱルョャや るルΑキョャや ラミシゎ 
 

 
 

 

* りキワゅバョ フやキワぺ  ヶよルャやぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ ョノ ∨フもやヱヅャや ロクワ 

 

( ヶヤヤハ*  メヱシケャや りキワゅバョ ケよゎバゎぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽̈ オΑケゅゎャや ヮプケハ ケヱゎシキ ュドハぺ フもやヱヅャや ロクワ ノョ  ∨) 

ヮルΕ .ンケカΕや メヱキャゅよ るャヱキャや るホΚハヱ キェやヱャや ノョゎィョャや キやケプぺ るホΚハヱ ラゅシルΗや ベヱボェ ゅヰΑプ キミぺ 

∨りキワゅバョャや れヱゎェや やクゅョ ヴヤハ* 

 

∨りキワゅバョャや ロクワ キヱルよ ュワぺ ヶワゅョ* 

るヘもゅヅャや りキワゅバョャや キヱルよ 

ラヱョヤショャや -りやヱゅショャやヱ メキバャや ぺキよョ オΑシケゎ -  ラやヱキバャや キケ ヴヤハ ラヱゅバゎャやュャゅドャや りケタル ュキハヱ -  ュヰルΑよ メプゅミゎャや 

ラヱミケセョャや -.ラΑョヤショャや ¬やキハぺ りケタゅルョ ュキハ 

キヱヰΑャや -るルヅやヱョャや ペェ ケやケホま - るΑルΑキャや るΑケェャや - .ラΑョヤショャや りケタゅルョ 

∨りキワゅバョャや ゅヰΑヤハ れヤョゎセや ヶゎャや るョゅバャや キハやヱボャや ヶワゅョ* 

 
 

  

 ラΑよ りキェヱャや ペΑボェゎ
ゅバΑョィ るルΑキョャや ラゅミシ

 るΑケェャや ュヱヰヘョ ケやケホま
るΑルΑキャや

ΑョΚシΗや るャヱキャゅよ フやケゎハΙや る
シゅΑケャや ¬ゅヅハまヱ るルΑキョャや ヶプ る

 メヱシケヤャ ゅΑヤバャや ┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨ぃ▽

 ペヤバゎゎ ケヱョぺ
るョゅバャや キハやヱボャゅよ ヰΑャゅよ ペヤバゎゎ ケヱョぺキヱ  ペヤバゎゎ ケヱョぺ

ラΑミケセョャゅよ
 ペヤバゎゎ ケヱョぺ
ラΑョヤショャゅよ

ʹ メェ ヶプ ノィケョャや
 メィヱ コハ 聴 れゅプΚカャや

 ヮャヱシケヱぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨.

ʹ るΑケェヱ ラョΕや ケやケホま
 メカやキ るミケェャや
るルΑキョャや ァケゅカヱ    .

よケゎ ヶゎャや るホΚバャや ヅ
ラヱゅバゎャや ヶワ ュヰルΑよ
ンヱボゎャやヱ ケよャや ヴヤハ.

- るルΑキョャや るョケェ
 ラヱゅバゎャやヱ りケヱルョャや

ゅヰルハ ネゅプキャや ヶプ  .

≒≪- ラゅョぺヱ ラョぺ ケやキ りケヱルョャや るルΑキョャや 

ラヱミケセョャや 

ラヱョヤショャや キヱヰΑャや 

 ラヱケィゅヰョャや 

:ケゅタルΕや 

サヱΕや-ァケコカャや 

 

ネゅボルΑホ ヱルよ 

ケΑッルャや ヱルよ 

るドΑケホ ヱルよ 



 

≒∝ 

 

 れやヱヤタャや
るルヱルショャや

 ゅヰΑプ ラシゎ Ι
るハゅョィャや

もやケヘヤャ るバよゅゎ ケΑビ ラルシチ  るバよゅゎ ラルシ
チもやケヘヤャ(ゆゎやヱケャや)

 ゅヰΑプ ラシゎ
るハゅョィャや

-フヱシカャやヱ フヱシミャや りΚタ
-¬ゅボシゎシΙや りΚタ

-ラΑキΑバャや りΚタ
-ウΑヱやケゎャや りΚタ

メィヱ コハ 聴 ラョ ゆケボャや りキゅΑコ

キよバヤャ メィヱ コハ 聴 るよェョ

ゆよシ メィヱ コハ 聴 ヵキΑ ラΑよ キヱィシャや りケをミ
 メヱシケャや るボプやケョャ ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨るルィャや ヶプ

 ヴヤタ ラョャ るルィャや ヶプ れΑよ ¬ゅルよ≒≪ るバミケ
るヤΑヤャやヱ ュヱΑャや ヶプ

 

 ∨ るルシャや りΚタ れゅΑョショ ヶワゅョ*   .ネヱヅゎャやヱ メプやヱルャや 

:るルヱルショャや れやヱヤタャや ネやヱルぺ* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ラルシャや*:ゆゎやヱケャや 

ゅヰヘΑケバゎ .るッヱケヘョャや サョカャや れやヱヤタヤャ るバよゅゎャや るルヱルショャや れやヱヤタャや 

ゅヰルョ るョミェャや チケヘャや メゅョミ ヶプ メタゅェャや メヤカャや ケよィ 

ゅヰゎホヱ .るッヱケヘョャや りΚタャや ラョ ¬ゅヰゎルΙゅよ ゅヰゎホヱ るΑキバよャやヱ るッヱケヘョャや りΚタャや れホヱ ゅヰゎホヱ るΑヤよボャや るルシャや 

ゅヰョゅシホぺ りキミぼョ ケΑビヱ りキミぼョ 

 りキミぼョャや ラルシャや*≒≪ :ヶゎΓや ヱェルャや ヴヤハ るバミケ                            :ゆゎやヱケャや ラルシャや メップヱ ゆやヱを ヶルΑよ* 

るΑヤよボャや るッΑケヘャや るΑキバよャや 

≪ ケィヘャや - 

√ ケヰドャや ≪ 

- ケタバャや - 

- ゆケピョャや ≪ 

- ¬ゅセバャや ≪ 

≒≫- ゆゎやヱケャや ラルシャゅよ ュコゎャぺ 

- ラルシ
りキミぼョ 

- ケΑビ ラルシ
りキミぼョ 

ヱぺ れホヱよ るボヤバゎョ:ゆよシ 

メΑヤャや ュゅΑホ-ケゎヱャや- 
ヴェッャや- るΑェゎ
キィショャや-りケゅカゎシΙや 

:るボヤヅョ  ヶヤタΑ ラぺ
 ¬ゅセΑゅョ メプやヱルャや ラョ
 ヶプ Ιま れホヱ ヵぺ ヶプ

るワやケミャや れゅホヱぺ 



 

≒∵ 

 

                            

 

                                           :りケゅカゎシΙや りΚタ* 

ゅヰヘΑケバゎ .れホヱ ヵぺ ヶプ ケΑカャや ラョ ヮヤバプ ュヤショャや キΑケΑ ゅョΑプ ヴャゅバゎ 聴 ラョ りケΑカャや ゆヤヅ 

ゅヰョミェ るルシ 

ゅヰゎゅバミケ キキハ ラゅゎバミケ 

ゅヰゎホヱ るワヱケミョャや れゅホヱΕや ケΑビ ヶプ ュヱΑャや ラョ れホヱ ヵぺ ヶプ ヴヤタゎ 

ゅヰゎΑヘΑミ  ¬ゅハキよ ヱハキΑ ュΑヤシゎャや キバよヱ るェゎゅヘャや り¬やケホ キバよ ケヱシャや ラョ ¬ゅセゅョ ぺケボΑヱ りケゅカゎシΙや るΑルよ ラΑゎバミケ ヶヤタΑ
 りケゅカゎシΙや( メヱホ ヴャま メタヱ やクみプケョΕや やクワ ラぺ ュヤバゎ れルミ ラま ュヰヤャや.ゅヰャ ケΑカゎシΑ ヶゎャや ヮゎィゅェ ヶョシΑ ) 

                                                                 :ヴェッャや りΚタ* 

ゅヰョミェ りキミぼョ るルシ 

ゅヰゎゅバミケ キキハ ラゅョを ゅワケをミぺヱ ラゅゎバミケ ゅヰヤホぺ 

ゅヰゎホヱ .るハゅシ ノよケよ メやヱコャや キバよ ヶヰゎルΑヱ るハゅシ ノよケよ サョセャや ネヱヤヅ ラョ ぺキよΑ 

ゅヰゎΑヘΑミ .ュΑケミャや ラへケボャや ケヱシ ラョ ケシΑゎ ゅョ るェゎゅヘャや キバよ ゅョヰΑプ ぺケボΑ ラゅゎバミケ 

                                            :ウΑヱやケゎャや りΚタ* 

ゅヰヘΑケバゎ  ポャクよ れΑョシヱ ラゅッョケ ヶプ メΑヤャや ュゅΑホ るよゅェタャや ラΕぃÅ ちöぃ け↑ゆゼ にぜ ち‶ブ  メミ ラΑよ ゅヰΑプ ラヱェΑケゎシΑ やヱルゅミ√ れゅバミケ 

ゅヰョミェ りキミぼョ るルシ 

ゅヰゎゅバミケ キキハ ≒≒ ゅワΚタ ラョヱ るバミケ≪≡ .サほよ Κプ ケをミぺ ヱぺ 

ゅヰゎホヱ .ケィヘャや ネヱヤヅ ヴャま ¬ゅセバャや りΚタ キバよ ラョ 

ゅヰゎΑヘΑミ ≒-.るョゅホま Ιヱ ラやクぺ ゅヰャ サΑャ            ≫-.るェゎゅヘャや キバよ り¬やケボャや るャゅヅま ゅヰΑプ ゆェゎシΑ 

≪-.ラΑゎバミケ ラΑゎバミケ ヴヤタゎ        √-.メップぺ るハゅョィャやヱ れゅハゅョィ ヱぺ やキやケプぺ ゅワぼやキぺ ウタΑ 

 

 

≒√-るルヱルショャや れやヱヤタャや ヶヤタぺ 



 

≒∫ 

 

ヮヤワぺ ゎシヤィヮ ヮョΚミ ヤョゅバゎヮ ゎΑセョヮ ヮシよャ

ュΚシャや ¬ゅセプま サゅルャや るよヅゅカョ
¬Κバゎシや ラヱキ れヱタャや チヘカ  ヶプ キタボャや

ヶセョャや

                                                            :ケゎヱャや りΚタ* 

ゅヰヘΑケバゎ .ゅヰヤよホ ヶゎャや れやヱヤタャや ゅヰよ ュゎカゎ メΑヤャや ケカへ ラョ るバミケ 

ゅヰョミェ .ヮゎゎゅプ ラョャ ゅワぼゅッホ コヱィΑ りキミぼョ るルシ 

ゅヰゎゅバミケ キキハ  ゅワケをミぺヱ るバミケ ゅヰヤホぺ≒≒ .るバミケ 

ゅヰゎホヱ .メΑヤャや メヱぺ ゅヰゎホヱ メップぺヱ ケィヘャや ネヱヤヅ ヴャま ¬ゅセバャや りΚタ キバよ ラョ 

ゅヰゎΑヘΑミ -.ュΚシャやヱ キヰセゎャや ュを ソΚカΗや りケヱシ るェゎゅヘャや キバよ ゅヰΑプ ぺケボΑ るバミケ 

- ケゎヱΑヱ ラΑゎバミケ メミ ラΑよ ュヤシΑ ヴルをョ ヴルをョ ゅワぼやキぺ コヱィΑ りキェやヱよ 

- ヴヤタゎ ラぺ コヱィΑ≫ .るヤタヘルョ ヱぺ るヤタゎョ れゅバミケ 

-.ヮルョ ノプケャや キバよ ヱぺ ネヱミケャや メよホ ¬ゅハキャや ヵぺ ゅヰΑプ れヱルボャや ゆェゎシΑ 

 

 

∨ノッやヱゎャゅよ キヱタボョャゅョ  ヱぺ メゅョャゅよ ュヰΑヤハ ケゅカゎプΙや ヱぺ サゅルャや ヴヤハ ヶャゅバゎャや ュキハ ヮよ キタボΑヱ ケよミャや チホゅルΑ ペヤカ ヱワ
 メョゅバゎャやヱ ュヤバャや ヱぺ ロゅィャや.ュヰバョ ラヱゅバゎャやヱ ュヰゎョキカヱ ュやケゎェゅよ ュヰバョ 

∨ノッやヱゎャや ケワゅドョ ヶワゅョ* 

 

 メヱシケャや りゅΑェ ヶプ ノッやヱゎャや ケワゅドョ ヶワゅョ*ぃ▽┻┗ き にï■ぇ け↑ゆゼ ぜ▽¨∨- :ヮャやヱェぺ メミ ヶプ ゅバッやヱゎョ ラゅミ 

 

 

 

 

 

 

 りヱハキャや ゆΑィΑ
 るΑキヰャや メよボΑヱ

ゅヰゎョΑホ れヤホ ゅョヰョ

ケゅタルΕや ケヱコΑ
 ヴヤハ ュヤシΑヱ

ュヰルゅΑよタ
ヮョゅバヅ ノッΑ
チケΕや ヴヤハ

 ケゅョェャや ゆミケΑ
 フキケゎシΑヱ

ヮΑヤハ
 ヶプ ポケゅセΑ

ヮゎΑよ メワぺ るョキカ

≒∽-ラΑケカΓや ノョ ノッやヱゎぺ 



 

≒∬ 

 

ラゅシルΗや ケキホ ノプケΑ
ロコバΑヱ

ネヱッカャや ヴャま ヵキぼΑ
ヮャ キゅΑボルΙやヱ ペェヤャ.

コΑヱ ゆヱヤボャや フャぼΑ キΑ
よバャや ラΑよ るよェョャやキゅ

ベヱボェ ヵキぼΑ
ケΑピャや

ヶプ ゅョハ フバΑ
サゅルャや ヵキΑぺ

ドヘェよ ュゎヰΑ
 Ιヱ ベヱボェャや

ゅヰよ ヅケヘΑ

 メョェゎ
るΑャヱぼショャや
ケゅバセゎシやヱ
 フホヱョャや
 聴 ュゅョぺ

よホゅハ ケミクゎ る
 るルゅΑカャや

りキゅヘゎシΙや
 ケΑシ ラョ
 フヤシャや
 ウャゅタャや

:ウャゅタャや フヤシャや りゅΑェ ヶプ ノッやヱゎャや* 

 

∨ノッやヱゎャや ケゅョを ヶワゅョ* 

  

 ヴヤハ るルΑバョャや メもゅシヱャや ヶワゅョ*∨ノッやヱゎャや

 
 

:るルゅョΕや ヴルバョ* ヶワ . ゅΑヱルバョ ヱぺ ラゅミ ゅΑキゅョ ヮゎΑゅハケヱ ヮドヘェよ ラゅシルΗや フヤミΑゅョ メミ 

*∨るルゅョΕや ゆルやヱィ ヶワゅョ 
 

 

∨るルゅョΕや ケをぺ ヱワゅョ* 

 

 ∨ラΑョΕや ゅヰよ フケバΑ ヶゎャや れゅョΚバャや ヶワゅョ*                 ∨るルゅョΕや ペヤカ ゆゅシゎミや ヴヤハ ラΑバゎ ヶゎャや ケヱョΕや ヶワゅョ* 

 

 

  

                                                ..バＩ ど。 ちöるゾ┗ っｑ にë ちあざ っëへＩ ど┤ ぃ○ふ にぜっ ┩Ｉ にÜ ちï∋ っ┥ ｌぐ
 

ͻるΑケゅィ れャゅホ ノΑヱよ ゅョヤプ るプΚカャや メよホ ュヰョゅルビぺ ヶェヤャ ゆヤェΑ ラゅミ :ゆヤェΑΙ ラΓや ゅルャ
メゅボプ :ヮΑプ れヤカキゅョ ヶルケΑピΑ Ιぺ ヱィケΕ ヶルまヱ ュミャ ゅヰルよヤェΕ ヴヤよ.

 ペΑキタャや ケミよ ヱよぺ
ヮルハ 聴 ヶッケ

ͻボプ ヮェヤタほプ ヮΑャま ュゅボプ ヮィやケシ ほヘヅルみプ るヤΑャ れやク ュヱホ コΑコバャや キよハ ラよ ケョハ キルハ ラゅミヮャ メΑ :
ラΑルョぼョャや ケΑョぺゅΑ !メゅボプ ∨ポΑヘミル Ιぺ :ケョハ ゅルぺヱ れバィケヱ ケョハ ゅルぺヱ れョホ ∨ヶルケッゅョヱ.Αコバャや キよハ ラよ ケョハコ

ラョ ゆヤボヤャ ケΑヰヅゎ
 キシェャやヱ キボェャや
ケヱケピャやヱ ゆィバャやヱ

ケΑシ ヶプ り¬やケボャや
 ラΑバッやヱゎョャや
ホΚカほよ ペヤカゎャやヱュヰ

 ラョ ケゅよゎハΙや
Αケよミゎョャや ケΑタョ ラ
Αケミャや ラへケボャや ヶプュ

タぺ ヶプ ケミヘゎャや メ
ヮヘバッヱ ラゅシルΗや

 ラゅョΑΗや メゅョミ ヴヤハ メΑャキ
ベΚカΕや ラシェヱ ラゅシルΗや ラほセ ゅヰよ ヱヤバΑ よ ラヱゅバゎャやヱ るボをャや ネヱΑセ れΑ

ノョゎィョャや キやケプぺ

≒∝-るルゅョΕや ヴヤハ ソケェぺ 

ͻ ヴャま るΑキゅョャや ベヱボェャや ¬やキぺ ヶプ メをョゎΑ
ノもやキヱャゅミ ゅヰよゅェタぺ.ヵキゅョャや

ͻプ ラゅシルΗや ゅヰョコゎヤΑ ヶゎャや むキゅよョャやヱ ュΑボャや メョセΑ ヶ
 ヮゎゅΑェ(ラΑキャや るルゅョぺ ゅヰョドハぺヱ)ヵヱルバョャや


