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ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 اابتدائي اVامسللصف  عن بعد  اافAاضية ) اWتزامنة وغE اWتزامنة (ضمن خطةالتعلمص  اUتوزيع اWفاهيم اأساسية على 
 

ュ るタェャや ネヱッヱョャや 
るタェャや ネヱル 

 るルョッゎョャや ュΑワゅヘョャやるΑッやケゎプΙや ソタェヤャ 
るルョやコゎョ  ケΑビ

るルョやコゎョ 

1 ヴャヱΕや 
∨ るルヱヤョャや ュゅシィΕや ンケル フΑミ 

∨ チケΕや ロゅィゎゅよ ュゅシィΕや ヅボシゎ やクゅョャ 
∨ るホゅヅャや メΑヱェゎ ラミョΑ フΑミ 

1  

ヱ- . ヅボプ ゅヰルやヱャぺ ヶもケョャや フΑヅャや ラやヱャぺ ラョ サミバゎ るルヱヤョャや ュゅシィΕや 

ヲ- . ゅもΑセ ヮルョ サミバゎ Ιヱ ヶもケョャや フΑヅャや ラやヱャぺ ノΑョィ ソゎョゎ ¬やキヱシャや ュゅシィΕや 
ン-.ゅもΑセ ゅヰルョ ソゎョゎ Ιヱ ヶもケョャや フΑヅャや ラやヱャぺ ノΑョィ サミバゎ ¬ゅッΑよャや ュゅシィΕや 

ヴ-.チケΕや ヱェル ¬ゅΑセΕや ゆクィゎ ロヱホ るΑッケΕや るΑよクゅィャや 
ヵ-  .ヮヤバヘゎ ゅョよ ケバセル ラミャヱ るΑッケΕや るΑよクゅィャや ンケル Ι ラェル 

ヶ- . ヮャ チケΕや ゆクィ りヱホ れキやコ ュシィャや るヤゎミ れキやコ ゅョヤミ 

Α- .ンケカぺ ヴャま りケヱタ ラョ るホゅヅャや メヱェゎゎ 

Β- ヱェゎゎ. るΑミケェ るホゅヅ ヴャま ノッヱ るホゅヅ ラョ るホゅヅャや メ 

2 るΑルゅをャや 

るΑもゅΑコΑヘャや れやケΑピゎャや 
るΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎャや 

メΑャゅェョャや ラΑヱミゎ ヱ ラゅよヱクャや 

 

1  

1- .ヱワ ゅョミ ヴボよΑ ゅヰハヱル ラミャ りキゅョャや メミセ ヶプ ケΑピゎ ヶもゅΑコΑヘャや ケΑピゎャや 

2-  りキゅョャや ネやヱルぺ ラョ ケをミぺ ヱぺ ラΑハヱル ラョ ラヱミゎゎヱ るΑもゅΑコΑヘャや れやケΑピゎャや ラョ ヅΑヤカャや
. るャヱヰシよ ゅョヰヤタプ ラミョΑヱ ゅバョ ラΑィコゎョョ ラゅルヱミΑ ラゅハヱルャやヱ 

3- .キΑケよゎャや ヱぺ ラΑカシゎャや キルハ ゅΑもゅΑコプ りキゅョャや れΙゅェ ケΑピゎゎ 

4- : るΑャゅゎャや れΙゅェャや ヶプ りキゅョャや メヱェゎ るΑヘΑミ ヴヤハ フケバゎャや 

 ケカよゎャや (-  フをミゎャや–  キョィゎャや– ) ケゅヰタルΙや 

5- .ロキΑキィ りキゅョ ヮルハ アゎルΑ りキゅョャや ヶプ ケΑピゎ ヱワ ヶもゅΑョΑミャや ケΑピゎャや 

6- . ゅルゎゅΑェ ヶプ ノプゅルャやヱ ケゅッャや ゅヰルョ るヘヤゎカョ メゅミセぺ るΑもゅΑョΑミャや れやケΑピゎヤャ 

7-  ¬やコィぺ ポミヘゎ ヱぺ ¬ゅョャや ヶプ りキゅョャや ¬ゅヘゎカや るΑヤョハ ヶワ ¬ゅョャや ヶプ ラゅよヱクャや るΑヤョハ
.¬ゅョャや ヶプ りキゅョャや 

8-  るΑョミ フΚゎカゅよ フヤゎカΑ メΑャゅェョャや コΑミケゎゅョャや ラョ るルΑバョ るΑョミ ヶプ るよやクョャや りキ
.ゆΑクョャや 

9- ラゅよヱクャや るハケシ ヴヤハ ケをぼゎ メョやヱハ ポャゅルワ 

11-. ヶもゅΑョΑミャや ラゅよヱクャや ラョ ネヱル るΑッョェャや ケゅヅョΕや 



 
 
 

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

 るをャゅをャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 

∨ るルヱヤョャや ュゅシィΕや ンケル フΑミ - ∨ チケΕや ロゅィゎゅよ ュゅシィΕや ヅボシゎ やクゅョャ 
 フΑミ∨ るホゅヅャや メΑヱェゎ ラミョΑ- ∨ るルヱヤョャや ュゅシィΕや ンケル フΑミ 

∨ チケΕや ロゅィゎゅよ ュゅシィΕや ヅボシゎ やクゅョャ - ∨ るホゅヅャや メΑヱェゎ ラミョΑ フΑミ 
 

. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ  
(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

4 るバよやケャや 
ョョ ゅ ラヱミゎΑ∨ラヱミャや 

 ∨ヶショセャや ュゅドルャや ゅョ 
 1  

ヱ.るΑェャや れゅルもゅミャやヱ ケゅョホΕやヱ ゆミやヱミャやヱ ュヱィルャや ラョ ラΑΑΚョ ラョ ラヱミャや ラヱミゎΑ . 

ヲ.⇔やコΑョョ ⇔Κミセ りケィョ メミ クカゎゎ ∩れやケィョャや ラョ キΑキバャや ラヱミャや ヵヱェΑ . 

ン るハヱョィョャやヱ チケΕや ゆミヱミャ ラヅヱョヱ ノシやヱ ¬ゅップ るルゅよゎャや ゆケキ りケィョ .
.るΑショセャや 

ヴ ケΑビヱ ∩ゅワケゅョホぺヱ るΑルゅョをャや ゆミやヱミャやヱ サョセャや ヱワ ヶショセャや ュゅドルャや . ラョ ポャク
.サョセャやヱ ヮャヱェ ケヱキゎ ュゅシィぺ 

ヵ.るΑィヤΑヤワま サョセャや メヱェ ゆミやヱミャや れやケやキョ . 

5 るショゅカャや  ソもゅタカ ゅョ  ュゅドルャや ゆミやヱミ
ヶショセャや∨  

1  
ヱ.ソもゅタカ るΑショセャや るハヱョィョャや ゆミやヱミ ラョ ゆミヱミ メミャ . 

ヲ.るΑェャや れゅルもゅミヤャ りゅΑェャや ネヱル ケΑプヱゎ ヴヤハ ケキゅボャや キΑェヱャや ゆミヱミャや ヶワ チケΕや . 

6 るシキゅシャや  チケΕや るミケェ 1  

1 チケΕや ¬やコィぺ ヴヤハ サョセャや ¬ヱッ ネヱホヱ るΑヘΑミ ヶプ チケΕや メΑョ ケをぼΑ .
. るヘヤゎカョャや 

2. メもゅョ メミセよ サョセャや メヱェヱ ゅヰシヘル メヱェ チケΕや ケヱキゎ. 
3. サョセャや メヱェ ゅヰルやケヱキヱ チケΕや メΑョ ゆよシよ るルシャや メヱタプ ゐキェゎ. 

 

 



 
 
 

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 
 

7 るバよゅシャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 

ラヱミャや ゅョ  ∨-  ∨ ヶショセャや ュゅドルャや ゅョ-  ∨ るΑショセャや るハヱョィョャや ソもゅタカ ゅョ- 
. チケΕや るミケェ 

. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ 

(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

8 るルョゅをャや 
∨ チケΕゅよ ヅΑェΑ やクゅョ 

∨ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ソもゅタカ ゅョ 
1  

1.  メバヘよ チケΕや ヱェル ヵヱィャや フΚピャや ゆクィルΑ. るΑッケΕや るΑよクゅィャや 

2 フケバゎ チケΕや ラョ るよΑケボャや るボよヅャや ∩れゅボよヅ りキハ ラョ ヵヱィャや フΚピャや ラヱミゎΑ .
 ⇔やケΑカぺヱ ∩ ケΑヘシヱコΑョャや ュを ∩ ケΑヘシヱゎやケゎシャや るボよヅ ヶャやヱゎャや ヴヤハ ゅヰΑヤゎ ケΑヘシヱよヱケゎャゅよ

. ケΑヘシヱョケΑをャや 

3. チケΕや ウヅシ ラハ ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ラョ るボよヅ メミ ネゅヘゎケや フヤゎカΑ . 

4よヅ ラョ るボよヅ メミ コΑョゎゎ .. ラゅシルΗや ゅヰルョ キゅヘゎシや ソもゅタカよ ヵヱィャや フΚピャや れゅボ 

9 るバシゅゎャや 

 ∨ラヱコヱΕや ゅルΑョェΑ フΑミ 
  ヴヤハ るドプゅェョヤャ るルョΓや れゅシケゅョョャや ゅョ

∨ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ 
(ラヱコヱΙや るボよヅ)  

るルョΓや れゅシケゅョョャや ゅョ  ヴヤハ るドプゅェョヤャ
∨ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ 

(るもΑよャや ペΑキタ ラゅシルΗや) 

1  

1 ( ラヱコヱΕや コゅビ ラヱコヱΕや るボよヅ ヵヱゎェゎ.OΧ . ) 
2..りケゅッャや るΑィシヘルよャや ベヱプ るバセΕや ラョ チケΕや ゆミヱミ ヶョェゎ ラヱコヱΕや るボよヅ 

3. キゅェゎや ラョ ラヱコヱΕや コゅビ ラヱミゎΑコゅビ  ラΑィシミΕや (OΦ )りケクヱ  ( ラΑィシミぺO ) 
 ケΑをほゎよ.るΑィシヘルよャや ベヱプ るバセΕや 

4チケΕや ゆミヱミ ¬ゅョャや ヶヅピΑ.  るよシルよ71‘% コゅビ ヵヱェΑ ヵヱィ フΚビ ヮよ ヅΑェΑヱ
 ラΑィシミΙや‘ りゅΑェャや りほセルャ るよシゅルョ りケやケェ るィケキ ヮャヱコΑョゎΑヱ  キヱィヱよャや るΑよクゅィヶゎャや 

プΚビ ヴヤハ れドプゅェヮ ヶもゅョャや  ヵヱィャやヱ. 
5 ネゅバセま ラョ チケΕや ゆミヱミ るΑゅョェ ラョ ゅヰルミョゎ ソもゅタカよ ラヱコヱΕや るボよヅ コΑョゎゎ.

. ケゅッャや サョセャや 

6ヱヱ るハゅルタャゅよ るボヤバゎョャや ラゅシルΗや るヅセルぺ. りキゅΑコ ヴャま れキぺ ゅワケΑビヱ メボルャや メもゅシ
. ラヱコヱΕや るボよヅ ヴヤハ ゅもΑシ やケをぺ ポケゎ ゅョョ ∩ ヵヱィャや ¬やヱヰャや ゐヱヤゎ 

7.Ηや ケヱヅ.ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅよ るΑゅルバヤャ りキΑキハ ベケヅ ラゅシル 
 



 
 
 

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

11 りケセゅバャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 

 チケΕや れゅボよヅ ソもゅタカ ∨ チケΕゅよ ヅΑェΑ やクゅョ–  ∨ ラヱコヱΕや ゅルΑョェΑ フΑミ-  ゅョ
 ∨ヵヱィャや フΚピャや れゅボよヅ ヴヤハ るドプゅェョヤャ るルョΓや れゅシケゅョョャや 

(ラヱコヱΙや るボよヅ)  +(るもΑよャや ペΑキタ ラゅシルΗや) 
. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ 

(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

11 ケセハ ヵキゅェャや 
 ¬やキぺ ヴヤハ ポョシィ キハゅシΑ ヵクャや ゅョ

∨ヮヘもゅドヱ 

 (ヶョッヰャや コゅヰィャや)  

1  

1- るヘΑドヱよ ゅョヰルョ メミ ソゎカΑ りコヰィΕや ラョ るハヱョィョ ラョ ラゅシルΗや ュシィ ラヱミゎΑ
.るルΑバョ 

2- るΑもやクビ キやヱョ ヴャま るΑシゅシΕや ヮゎケヱタ ラョ ュゅバヅャや メΑヱェゎよ ヶョッヰャや コゅヰィャや ュヱボΑ
.ゅヰルョ りキゅヘゎシΙや ュシィヤャ ラミョΑ 

3-.ュッヰャや るΑヤョハ ュゅョゎΗ るヘヤゎカョ ¬やコィぺ ラョ ヶョッヰャや コゅヰィャや ラヱミゎΑ 

12 るΑルゅをャや  ケセハ 
 ¬やキぺ ヴヤハ ポョシィ キハゅシΑ ヵクャや ゅョ

∨ヮヘもゅドヱ 

 (ヶシヘルゎャや コゅヰィャや )  

1  

1- .サヘルゎャや るΑヤョハ ¬やケィΗ るヘヤゎカョ ¬ゅッハぺ ラョ ヶシヘルゎャや コゅヰィャや ラヱミゎΑ 

2-  キΑシミぺ ヶルゅを ラョ ゅヰタヤカΑヱ ラΑィシミΕゅよ ュシィャや ゅΑΚカ ヶシヘルゎャや コゅヰィャや キヱコΑ
.ラヱよケミャや 

3- ∩ ペΑヰセャや ¬やヱワ ラョ ラΑィシミΕや ヴヤハ メヱタェャや るΑヤョハ ヶワ サヘルゎャや るΑヤョハ 
. ケΑプコャや ¬やヱワ ヴャま ュキャや ラョ ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅを キケヅ るΑヤョハヱ 

4- .サヘルゎャや るΑヤョハ ヶプ やケΑよミ やケヱキ コィゅェャや ゆゅィェャや ヵキぼΑ 

5-  ゅヰルハ アゎルΑヱ ラΑィシミΕや ュやキカゎシゅよ ュシィャや ヶプ ¬やクピャや ベケェ るΑヤョハ ヱワ チΑΕや
.¬ゅョ ケゅカよヱ ラヱよケミャや キΑシミぺ ヶルゅを コゅビ 

13 ケセハ るをャゅをャや 
 ¬やキぺ ヴヤハ ポョシィ キハゅシΑ ヵクャや ゅョ

∨ヮヘもゅドヱ 

(ヵケヱキャや コゅヰィャや)  

1  

1- .ュキャやヱ るΑヱョキャや るΑハヱΕやヱ ゆヤボャや ラョ ヵヱョキャや ヵケヱキャや コゅヰィャや メミセゎΑ 

2-  ∩ゅョコΚよャやヱ ∩¬ゅッΑよャや ュキャや れゅΑケミヱ ∩¬やケョェャや ュキャや れゅΑケミ ラョ ュキャや ラヱミゎΑ
.れゅェΑヘタャやヱ 

3-  ラゅΑケセャや ( ネやヱルぺ るをΚを るΑヱョキャや るΑハヱΕや–  キΑケヱャや– ) るΑヱョキャや りケΑバセャや 
 

 

 

 

 



 
 
 

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 
 

14 ケセハ るバよやケャや 

 ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや ゅョ
∨ヮヘもゅドヱ 

 (ャや コゅヰイヶヨヌバャや)  

 

1  

1-  モムゼャや るヘヤわガョ ュゅヌハ リョ ヶヨヌバャや コゅヰイャや モムゼわΑ.ユイエャやヱ 

2-  ヶヨエゎヱ ユジイャや ユハギゎヱ ヮヤムセ ユジイャや ¬ゅトハま ヴヤハ ヶヨヌバャや モムΒヰャや ュゅヌハ ギハゅジゎ
¬ゅツハΕや .るΒヤカやギャや 

3-  ヴヤハ りケギボャや ヶヨヌバャや モムΒヰャや ヶトバΑヱ ラゅヨヌハ ヮΒプ ヶボわヤΑ ノッヲョ モダヘヨャや
 フゅヘわャΙやヱ ¬ゅレエルΙや.ヂミゲャやヱ 

4-  ギレハ ゅバョ ュゅヌバャや マジヨΑ ラゲョ ヵヲホ アΒジル ヅゅよゲャや.モタゅヘヨャや 

5-  ゅヰツバらよ ュゅヌバャや ポゅムわェや ブΑケゅツピャや ノレヨゎ.ゅツバよ 

 

15 ケセハ るショゅカャや 

 ¬やキぺ ヴヤハ マヨジィ ギハゅジΑ ヵグャや ゅョ
∨ヮヘもゅドヱ 

(コゅヰイャや ヶらダバャや)  

 るΒもゅツヘャや るΒゃΒらャや フヱゲヌャや ゲΒをほゎ ゅョ
∨ ラゅジルΗや ユジィ ヴヤハ 

 

1  

1- やヱ ヶミヲゼャや モらエャやヱ パゅョギャや リョ ヶらダバャや コゅヰイャや ラヲムわΑΕ ヶプ りゲゼわレヨャや ゆゅダハ
.ユジイャや 

2-  ヶミヲゼャや モらエャや ゲらハ ユジイャや ¬やゴィぺ ブヤわガョ リョ るΒジエャや モもゅシゲャや モボレゎ.パゅョギヤャ 

3- ャま パゅョギャや リョ るΒミゲエャや るΒらダバャや モもゅシゲャや モボレよ ゆゅダハΕや ュヲボゎ れΚツバャや ヴ
るダわガヨャや . ゅョ モヨバよ ュゅΒボヤャ 

4-  るΒジΒもケ ¬やゴィぺ リョ パゅョギャや ラヲムわΑオヨャや( ネゅガレャや ∩オΒガヨャや ∩)モΒトわジヨャや 

4-  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 ゴミゲョ るよゅんヨよ ヲワ オΒガヨャや.ラゅジルΙや 
5- . ¬ゅツヘャや ヶプ るΒゃΒらャや フヱゲヌャや ヶプ るヘヤわガヨャや ユジイャや りゴヰィぺ ゲをほわゎ 
6- ΒィヲャヲΑゴΒプ れやゲΒピゎ ラコヲャや ュやギバルや ょらジよユジイャや りゴヰィぺ ヶプ ¬ゅツハΕや モヨハ ヶプ る. 
7- .チケΕや ヴャま ユヰゎキヲハ ギバよ るΒエタ れΚムゼョ リョ ¬ゅツヘャや キやヱケ ヶルゅバΑ 

 

 



 
 
 

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 

16 ケセハ るシキゅシャや るバィやケョ  1 

 : るΑャゅゎャや サヱケキヤャ るΑシゅシΕや ュΑワゅヘョャや  ヴヤハ キΑミほゎャや 

 ヶョッヰャや コゅヰィャや _ ヮヘもゅドヱ ¬やキぺ ヴヤハ ポョシィ キハゅシΑ ヵクャや ゅョ–  ヶシヘルゎャや コゅヰィャや
–  ヵケヱキャや コゅヰィャや-  ヶョドバャや コゅヰィャや–  ) ヶよタバャや コゅヰィャや–  フヱケドャや ケΑをほゎ ゅョ

∨ ラゅシルΗや ュシィ ヴヤハ るΑもゅッヘャや るΑもΑよャや 

. るヘヤゎカョ れゅよΑケキゎ メΚカ ラョ  
(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

17 ケセハ るバよゅシャや 
∨ ゅルシヘルほよ るΑゅルバャや ベケヅ ゅョ 

 ( るΑャヱΕや れゅプゅバシΗや¬ゅョビΘャ ) 
∨ ゅルシヘルほよ るΑゅルバャや ベケヅ ゅョ 

 (フΑコルヤャ るΑャヱΕや れゅプゅバシΗや) 

1  

1- ゐキゅェャや ラゅミョ ヶプ ゆゅタョヤャ ゅヰョΑキボゎ ラミョΑ ヶゎャや れや¬やケィΗやヱ るΑャヱΕや れゅプゅバシΗや
. ヶェタャや コミケョャや ヴャま メヱタヱャや メよホ 

2-  ヮもキゅよョよ りケよカ キヱィヱ ヅケセよ ゆゅタョヤャ ヶャヱΕや フゅバシΗや れやヱヅカよ ュやコゎャΙや るΑョワぺ
. 

3-  ¬ゅョビΙや ゐキェΑ.ヮΑハヱャ ソカセャや キボプ るィΑゎル 
4-  るΑハヱΕや ベコョゎ ゆよシよ ヵケヱキャや コゅヰィャや ラョ ュキャや ラやキボプ ラハ フΑコルャや アゎルΑ

.るΑヱョキャや 
5-  るヅΑシよャや ゥヱケィャや : メをョ ゆゅよシぺ ヮャ ヶィケゅカャや フΑコルャや–  るボΑョバャや ゥヱケィャや– 

.フゅハケャや 
6- .るヘヤゎカョ ベケヅよ れゅよゅタΗやヱ チやケョΕや ラョ ¬ゅヘセゎシΙや ヴヤハ りケキボャや ヮャ ュシィャや 
6- . るΑヱΑェ れゅΑヤョハ りキバよ フΑコルャや ラョ ¬ゅヘセゎシΙや ヴヤハ ケキゅホ ラゅシルΗや ュシィ 

18 ケセハ るルョゅをャや ∨ ゅルシヘルほよ るΑゅルバャや ベケヅ ゅョ 
 (ケヱシミヤャ るΑャヱΕや れゅプゅバシΗや)  

1  

1- ヱぺ ヅヱボシャや メをョ ゆゅよシぺ りキバャ ュドバャや ゆΑタΑ ポゎヰゎ ヱぺ ベコョゎ ヶワ ュゅドバャや ケヱシミ
.ゅワケΑビヱ ゆヤタ ュシィよ ュやキヅタΙや 

2-ュャΕや  メをョ チやケハぺ ケシミャや ゆェゅタΑ   キΑキセャや-  ォゅヘゎルΙや– ュキハヱ ケキカャやヱ コカヱャや
.ゆゅタョャや ¬コィャや ポΑケェゎ ヴヤハ りケキボャや 

3- ヴャま ヮヤボル メよホ ケシミャゅよ ゆゅタョヤャ ヶャヱΕや フゅバシΗや れやヱヅカよ ュやコゎャΙや ゆィΑ
.ヴヘセゎショャや 

4-: ラΑゎヱヅカ ヴヤハ ケヱシミャや ァΚハ ヶプ ゆΑよヅャや キョゎバΑ 
.ヮョΑΑボゎヱ ヮハヱルヱ ケシミャや ラゅミョ キΑキェゎャ るΑルΑシャや るバセΕや メョバよ ¬キよャや.ぺ 

ャや ノルタ.ゆ. ケヱシミョャや ュドバャや ヶプケヅ れΑよをゎ ノョ ゆシゅルョャや ) サよィャや ( りケΑよィ 
5-.るΑヱΑェ れゅΑヤョハ りキバよ ケシミャや ラョ ¬ゅヘセゎシΙや ヴヤハ ケキゅホ ラゅシルΗや ュシィ 

 



 
 
 

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 
 

19 ケセハ るバシゅゎャや るヤョゅミゎョャや ュヱヤバャや 
¬ゅッヘャや ヶプ ヶもΑよャや ュゅドルャや  

1  

1メをョゎゎ るΑョヤハ りケワゅド ヵケやケェャや サゅよゎェΙや .  りケミヤャ ヵヱィャや フΚピャや りケやケェ キゅΑキコゅよ
.るΑッケΕや 

2.るΑェャや れゅルもゅミャや ヴヤハ ケΑをほゎ ヵケやケェャや サゅよゎェΚャ . 
3 ∩ メヱィャや フΚピャや れゅボよヅ キヱィヱ ヮΑプ ュキバルΑ ヵクャや ヅシヱャや ヶワ ¬ゅッヘャや るもΑよ.

.ヮタもゅタカ ラコヱャや ヮΑプ キボヘΑヱ ∩ るΑッケΕや るΑよクゅィャやヱ 
4るΑェャや れゅルもゅミャや れゅィゅΑゎェや ¬ゅッヘャや ヶプ るΑもΑよャや るョドルΕや ケプヱゎ Ι. . スΑバヤャ 
5 るΑよクゅィャやヱ ヵヱィャや フΚピャや フバッよ ケョボャや ウヅシ ヴヤハ ヶもΑよャや ュゅドルャや コΑョゎΑ.

. ¬ゅョャや ュやキバルやヱ 

20 ラヱケセバャや フΑヤミゎ ヱぺ ケΑケボゎ  1 

ュヤバゎョャや ゆゎミΑ  ラΑゎェΑケセ ラョ ヅΑシよ ヶョΑキボゎ チケハ メョバよ ュゅΑボャゅよ フヤミΑ ヱぺ ⇔やケΑケボゎ
ャ ヴタホぺ キェミ ヶョヤバャや ケΑミヘゎャや メΚカ ラョ ¬ゅッヘャや ヶプ ゆシゅルョャや ヶもΑよャや ュゅドルャや フタΑ

. ヶハやキよΙや ケゅミゎよΙやヱ 

(タゅカャや ュヤバゎャや ケキゅタョャ ネヱィケャや ュゎΑる  ヶプ サケキャゅよるよやヱよャや るΑョΑヤバゎャや) 

 ネヱョィョャや 15 5  

 

 

キョゎバΑ ∩∩∩∩∩  

ュヱヤバヤャ ュゅバャや ヶルヘャや ヮΑィヱゎャや 


