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モــــــエヤャ るェゲわボョ リΑケゅـــــــــヨゎ 
 

 リΑゲヨゎ1  
 マわよゅィま モヤハ . るΒらシゅレゎ اヱギィ ザΒャ ヶゎΓや メヱギイャや ラاよ ペボエゎ 

12.5 8.5 20.5 16 13 
10 6.8 16.4 8 6.5 

 リΑゲヨゎ2  
 ヶゎΓや メヱギイャや モヨミأ 

らャや ラコヱメゅボゎゲKg 1 ........... 5 7 ......... 

 リヨんャやDA 60 180 ........... ............ 480 

 リΑゲヨゎ3 
 リョ るルヲムョ るヤئゅハ4 ユヰレョ ギェやヱ モミ ، ろレらャや ، リよاや، ュأや ، ゆأや : キやゲأف 

 キ ょジムΑفヲわャや ベヱギレダャ ゲわفャゅらヨャや . ゲΒغ ろバッヱ ヵグャや فギャや ヶفゲヅ リョ ゲわف 
 : ヶゎΓや メヱギイャや ヶف ヶワ キゲف モミ 

 
ゆأや 5000 DA 

ュأや 2500 DA 

リよاや 1500 DA 

ろレらャや 1000 DA 

るらジレよ るΑヲレシ りギئゅف ゲΒفヲわャや ベヱギレタ ウレヨΑ%  8   リΑゲخギヨヤャ 
りギئゅف ゅヰΒف モダゎ ヶわャや りギヨャや ヶワゅョ . ゅΑヲレシ るヤئゅバャや ログワ りギئゅف ょジェや 

  ヴャま るヤئゅバャや2000 DA. 
  リΑゲヨゎ4 

 るよゅわムャや ギイル テئやゲガャや ヂバよ モヘシأ ヶ1ف cm  キギハ モんヨΑ(km )   
 マΒャまォ : ゑΒェ ヶゎΓや メヱギイャや1 ォ ،2 ォ ،3 ォ ،4  テئやゲガャや モんヨゎ 

. るトΑゲخ モミ ユヤシ リΒハ  
 

 るトΑゲガャや 1 cm  キギハ モんヨゎ( km ) ユヤジャや 
ォ1 1 cm  モんヨΑ20 km  
ォ2 1 cm  モんヨΑ50 km  
ォ3 1 cm  モんヨΑ75 km  
ォ4 1 cm  モんヨΑ5 km  

            リΑゲヨゎ5  
  るジらャأ りギハ ヶف ゅツΒヘガゎ ュギホ るジらャأャ ヵケゅイゎ ラゅミキ: ヶゎΓや メヱギイャや ょジェ 

 
  ユΑギボャや ゲバジャや 

DA 
ギΑギイャや ゲバジャや 

DA 

ヤらョغ 
ヂΒヘガわャや 

ヂΒヘガわャや% 

るャグよ 
ゾΒヨホ 
メやヱゲシ 

1200 
600 
450 

800 
500 
390 

  

         
 わャや るΑヲゃヨャや るらジレャやヱ ヂΒヘガわャや غヤらョ リΒハヶ  .るバヤシ モムャ メヱギイャや ヶف ヮヤんヨゎ 

 
           リΑゲヨゎ6  

 : ヶゎΓや メヱギイャや モヨミأ 
るトΑゲガャや ヴヤハ るفゅジヨャや 

(cm) 

 るΒボΒボエャや るفゅジヨャや 
( km ) 

サゅΒボヨャや 

12 cm 6 km .......... 
........ 2,4 km 

30000

1 

15 cm .......... km 
10000

1 

……. cm 2 km 
25000

1 

      リΑゲヨゎ7  
  ゅヨΒヨダゎ ユシケやよ サゅΒボヨ

300

1 ジョ チケや るバトボャ ヮزャヲヅ モムゼャや るヤΒトわ         60 m      

        ッゲハヱゅヰ 45 m ヴャま チゲバャや ロゅイゎや ヶف るバトボャや ログワ ろヨジホ . れاΒトわジョ るをاを 
    : ヶャやヲわャや ヴヤハ ユΒヨダわャや ヴヤハ ゅヰッゲハ8 cm ; 7 cm ; 5 cm . 
   . モΒトわジョ モムャ るΒボΒボエャや るェゅジヨャや ょジェأ 

 リΑゲヨゎ8 
  ヲワ るレΑギョ ラゅムシ キギハ200000  るヨジル30 %  メゅィケ ユヰレョ. 

 ゅジレャや リョء % ゅジレャやヱ メゅィゲャや キギハ ょジェや90 %  ヱ メゅィゲャや リョ30ء.    (1

  リョ モホや ユヰレシ40 . るレシ 
2)  リョ ゲらミや ユヰレシ ヶわャや るレΑギヨャや ラゅムシ キギハ ょジェや40  るレシ 

 リΑゲヨゎ9  
 : るΒゎΓや メヱやギイャや マΒャま 
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 るΒらシゅレゎ メヱやギィ ヶワ メヱやギイャや ログワ モワ ؟
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 リΑゲヨゎ10  
 ゅヰわハゲシ りケゅΒシ90 km ハゅジャや ヶف ヶف ゅヰバトボゎ ヶわャや るفゅジヨャや ヶワゅョ . る30 ؟ るボΒホキ 

 فリΒわハゅシ ヶ ؟ فダルヱ るハゅシ ヶف  
 リΑゲヨゎ11  

    ヮエよケ リヨを リョ ュゅハ モミ ゲィゅゎ ノفギΑ5 %  ヱ ょئやゲツヤャ
10

1 . りゅミゴヤャ 

     リヨを ラや ゅヨヤハ りゅミゴヤャ ゾダガヨャや غヤらヨャやヱ ょئやゲツャや ヴャや ヮバفギΑ ヵグャや غヤらヨャや ヲワ ゅョ 
       ヮエよケ300000 DA . 
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 リΑゲヨゎ12  
 .  を ポゲわセや6000 DAاソゅガセや るを فよ ケギボΑ ウよゲャや リヨを ラゅミヱ りケゅイゎ ヶـ : 

: ヶゎΓゅミ ゑャゅんャやヱ ヶルゅんャやヱ メヱاや ゾガゼャや ヮバفキ ヵグャや リヨんャや ラゅミ やクや 
3000 DA  ،5000 DA  ،4000 DA ؟ ゾガセ モミ ウよケ リヨを ヲワ ゅヨف . 

 リΑゲヨゎ13  
50 kg  ヶトバゎ ウヨボャや リョ45 kg  ヱ ギΒヨジャや リョ3 kg ヶトバゎ ギΒヨジャや リョ 5 .れやゴらخ 

 ウヨボャや リョ ؟ リョ ノレタ ノΒトわジル ユミ )15 kg خよ りゴらـ 1
2 リョ ュゴヤΑ ユミ )kg  ノレダャ ウヨボャや リョ20 ؟ りゴらخ 

 リΑゲヨゎ14  
  ノトボΑ ゑΒェ るハゲジャや ザヘレよ ァやケキ ゲΒジΑ45 km  ヶ3ف . れゅハゅシ 

 ヶف ゅヰバトボΑ ヶわャや るفゅジヨャや ヶワゅョ5 ؟ リΒわハゅシ ヶ؟ ف れゅハゅシ 
 リΑゲヨゎ15  

  ゅヰャヲヅ  ペΑゲヅ45 km . 

1) や るバトボャや メヲヅ ヲワ ゅョ ゅヰシゅΒボョ るヅケゅخ ヴヤハ ゅヰヤんヨゎ ヶわャや るヨΒボわジヨャ
500000

1 . 

2)  ゅヰャヲヅ るヨΒボわジョ るバトボよ るヅケゅガャや ヴヤハ モんヨョ ペΑゲトャや やグワ リョ ءゴィ6 cm . 

 ゴイャや やグヰャ ヶボΒボエャや メヲトャや ヲワゅョء ペΑゲトャや リョ؟  
 

 リΑゲヨゎ16 
1 ゲバシ ラゅミ やクま)3  ヲワ ザΑケやゲミ17DA ゲバシ ヲワ ゅヨ؟ 7، ف ザΑケやゲミ 
2ィゅゎ ンゲわセأ )ゲ 200  ـよ ケギボΑ ヂΒヘガゎ ヮャ ュギホ ヱ サやゲミ10%   . ءやゲゼャや リヨを リョ 
- . ゲィゅわャや ヮレョ ギΒヘわジΑ ヵグャや ヂΒヘガわャや غヤらョ ょジェや 

 リΑゲヨゎ17 
 ヴッゅボわΑ ـよ ケギボゎ るΑゲヰセ りゲィف أドヲョ18000DA ケやギボヨよ ヵゲヰゼャや ヮらゎやケ キやキコ15.أ%. 

1        .ヮらゎやケ  ヶف りキゅΑゴャや ょジェや )2 . ギΑギイャや ょゎやゲャや ょジェや ) 
 リΑゲヨゎ81 

-   るボΑギェ ゅヰャやヲヅأ モムゼャや るんヤんョ40m ،75m  ،60m . 

  ヮシゅΒボョ ユΒヨダゎ ヶف るボΑギエャや ログワ モんョ1

200
 

Αゲヨゎ リ19 
 ケゅツخ ンゲわセや75Kg ゅヅゅトらャや れギボف ゅヰヤジغ ヱ ゅワコゲف ギバよ . ゅヅゅトらャや リョ6%  ، ゅヰルコヱ リョ

، レタف レタA モんヨΑ ヱ20%ف を ヴャま ノΒらヤャ るエャゅダャや ゅヅゅトらャや ケゅツガャやاるを أゅレタف : レタف 
B モんヨΑ ヱ50% فレタ  ،C モんヨΑ ヱ30%. فレタ モミ るΒヨミ ょジェや   . 

 リΑゲヨゎ20 
ゅヰャヲヅ モムゼャや るヤΒトわジョ るャヱゅヅ,3 5m ゅヰッゲハ ヱ,2 5m  . 

1) ヰャヲヅ ょジェや サゅΒボヨよ ユシケ ヶف ゅヰッゲハヱ ゅ1

25
. 

2. ユシゲャや ヶف るャヱゅトャや るェゅジョ ょジェや ) 

. 60Km    ヅ ヲワ ペΑゲヅ リョ ءゴィ メヲ  

؟ 1

90000
   ゅヰシゅΒボョ るヅケゅخ ヴヤハ ヮヤんヨゎ ヶわャや るヨΒボわジヨャや るバトボャや メヲヅ ヲワ ゅョ  

 リΑゲヨゎ22 
 るボΒホキ . 12فゅジョ りケゅΒシ ろバトホ る18Km ヶف

1)  ヶف りケゅΒジャや ゅヰバトボゎ ヶわャや るفゅジヨャや ヶワ ゅョ25  ヶفヱ ؟ るボΒホキ48 ؟ るボΒホキ 
2 るفゅジョ ノトボャ ろホヲャや リョ ュゴヤΑ ユミ )42Km  )るわよゅを りケゅΒジャや るハゲシ ラأ チゲヘル ( ؟ 

 リΑゲヨゎ23 
 るらΑゲッ ラヱギよ コゅヘヤゎ ゲバシ18000DA るらΑゲツャや غヤらョ . TVA ـよ ケギボΑ7 ゲバジャや リョ

. ケヲミグヨャや 
- . コゅヘヤわャや ゲバシ ヱ るらΑゲツャや غヤらョ ょジェや 

 リΑゲヨゎ21 
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 リΑゲヨゎ1 
 ヵヲわエゎ るトシヲわョ るらわムョ600 : ヶヤΑ ゅヨミ るハコヲョ ゆゅわミ 

- 40%   ، れゅΒッゅΑゲャや ヶ30ف%  ، るΒよゲバャや るغヤャや ヶ20ف%  ヤバャや ヶف ، るΒバΒらトャや ュヲ
10%  . るΒらレィأや れゅغヤャや ヶف 

1- ょわムャや キギハ リΒハ ャ るゃف モム 
2-  ヵゲئやギャや テトガヨャや ヶف るゃف モミ リハ ゲらバゎ ヶわャや るΑヱやゴャや ザΒホ リΒハ 

3-  りギヨハأゅよ テトガヨャやヱ ヵゲئやギャや テトガヨャや ユシケأ 

 リΑゲヨゎ2 
 テトガヨャや : れゅッゅΑゲャや ラヲシケゅヨΑ リΑグャや グΒョاわャや るらジル リΒらΑ ヶャゅわャや ヵゲئやギャや   

   Βャや りゲミ ، ュギボャや りゲミりゲئゅトャや りゲミ ، ギ るヤジャや りゲミ ، . 
 

ヨゎـــــــボョ リΑケゅـــــــエヤャ るェゲわـــــــモ 

 
 
 
 

 
 るヤジャや りゲムャ るダダガヨャや るΑヲゃヨャや るらジレャや ヶワゅョ ؟ -1
2-  ギΒャや りゲミ ، ュギボャや りゲミ : れゅゃヘャや モんヨゎ ヶわャや ゅΑやヱゴャや ザΒホ リΒハ. 

 
 リΑゲヨゎ3  

 ドヲヨャや やグワ ネコヲΑف أドヲョ2000DA るΑゲヰゼャや ヮゎゲィف ヤらョ ゅΑゲヰセ ヴッゅボわΑغ       
         ヲワ ゅヨミ ヶゎΓや テトガヨャや ヶف ウッヲョェأ : るらシゅレヨャや るΑヱやゴャや リΒΒバゎ ノョ غャゅらヨャや ログワ ょジ 
 ヤらョ モミ モんヨゎ ヶわャやغ ؟        

 

 

 
 リΑゲヨゎ4 

       ロゲヨハヱ モヘヅ ラコヱ リヨツわΑ ヶわャや ヶャゅわャや メヱギイャや マΒャま 

 ゲヨハ
)ゲヰセأや( 

1 3 6 8 9 12 

 ラコヲャや
(Kg ) 

2.5 4 6.5 7.5 8.5 10 

 
          メヱギイャや やグワ れゅΒトバョ モんョよヨガトテ  ヶルゅΒよ 
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