


』うそいそおせそ 
ちあつたちそつてちあせみかすふか 
たちそえちあすすふ 

ほてそ たちそえちあすすふб あうてそちふ さそてそちふに せか たちそつみて くあ 
けに けつたそしへくそうあせけか おかせかえб てそ かつてへб なあさてけねかつさけб 
いかつたしあてせふかг 〉そ ほてそ せか くせあねけてб ねてそ そせけ せか 
しけぬかせくけそせせふかг  

】つしそうせそ-いかつたしあてせふか 
たちそえちあすすふ 

けすかまて たちそいせふこ たかちけそおб あ たそてそす けに せときせそ 
さとたけてへ 

》しあてせふか たちそえちあすすふ てちかいとまて たそさとたさけ 

Лけぬかせくけそせせふか 
たちそえちあすすふ 

けすかまて しけぬかせくけま たちそけくうそおけてかしみб ほさつたかちてあб 
しけいそ おちとえそえそ とたそしせそすそねかせせそえそ そちえあせあг 【あさけか 
たちそえちあすすふ いとおとて えあちあせてけちそうあせせそ ちあいそてあてへ 
せあ そいそちとおそうあせけけб さそてそちそか とさあくあせそ と せけに う 
けせつてちとさぬけけг  

https://otvet.mail.ru/question/83398403 



 』うそいそおせそか たちそえちあすすせそか そいかつたかねかせけか 
(』》《, あせえしг free softwareб также software 
libre или libre software), つうそいそおせふこ 
つそなて — программное обеспечение, 
пользователи которого имеют права 
(«свободы») на его せかそえちあせけねかせせとま 
とつてあせそうさとб くあたとつさб あ てあさきか つうそいそおせそか 
けつたそしへくそうあせけかб けくとねかせけかб 
ちあつたちそつてちあせかせけか け けくすかせかせけか 
(つそうかちのかせつてうそうあせけか)б け 
ちあつたちそつてちあせかせけか さそたけこ け ちかくとしへてあてそう 
けくすかせかせけみ. 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki


 Дうけきかせけか 』》《 くあちそおけしそつへ う жони えそおとб 
さそえおあ 『けねあちお 』てそししすあせ つなそちすけちそうあし 
けおかま そ せかそいにそおけすそつてけ おあてへ 
たちそえちあすすせとま つうそいそおと (あせえしг software 

freedom) пользователямг В жонк году 
Столлман основал Фонд свободного 
программного обеспеченияб чтобы 
обеспечить организационную структуру 
для продвижения своей идеиг  

https://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki


おそ зеже えг  》そつてあうしかせあ ぬかしへ う 『そつつけけ つそくおあてへ つそいつてうかせせとま そたかちあぬけそせせとま 
つけつてかすと つ そてさちふてふす さそおそす け たそしせふこ さそすたしかさて たちけしそきかせけこ おしみ 
そいかつたかねかせけみ ほななかさてけうせそこ ちあいそてふ えそつとおあちつてうかせせふに そちえあせそう け 
いまおきかてせふに そちえあせけくあぬけこ 

зеемえг ちあくちあいそてあせ そてかねかつてうかせせふこ たあさかて つうそいそおせそえそ たちそえちあすすせそえそ 
そいかつたかねかせけみ (》』》《)б あおあたてけちそうあせせふこ おしみ そいちあくそうあてかしへせふに 
とねちかきおかせけこг 

せあねあしそ 

зеен えг 
えそおあ 》』》《 いふし うせかおちかせ う из たけしそてせふか のさそしふб たちそうかおかせあ 
あたちそいあぬけみб たそ ちかくとしへてあてあす さそてそちそこ さそすたしかさて 》』》《 いふし 
おそちあいそてあせ け うふたとはかせそ うてそちそか けくおあせけかг  

しかてそ 
зеенえг 

たちそのしそ すあつつそうそか うせかおちかせけか 》』》《 う のさそしふг 》そ つそつてそみせけま せあ иж 
あうえとつてあ とつてあせそうさあ 》』》《 う たけしそてせふに ちかえけそせあに いふしあ たそしせそつてへま 
くあうかちのかせあ — たあさかて とつてあせそうしかせ う жеоз のさそしあにг 

せあねあしそ 
зеео えг 

うつか のさそしふб たちけつそかおけせけうのけかつみ さ たちそかさてとб そいかつたかねかせふ 
いかつたしあてせそこ てかにせけねかつさそこ たそおおかちきさそこб さそてそちとま たちかおそつてあうしみかて 
ちあくちあいそてねけさ 》』》《 さそすたあせけみ цLT Linux け かか ちかえけそせあしへせふか 
たあちてせかちふг 

つ ж けませみ 
зежж えг 

うつてとたけし う おかこつてうけか せあぬけそせあしへせふこ つてあせおあちて そてさちふてふに そなけつせふに 
たちけしそきかせけこ OpenDocument (ODF).  

http://www.it-education.ru/2009/reports/Paskal'.htm 



 たちそえちあすすせそか そいかつたかねかせけか おしみ つそくおあせけみ け 
ちかおあさてけちそうあせけみ てかさつてそうб つそくおあせけみ け ちかおあさてけちそうあせけか 
すとしへてけすかおけこせふに たちかくかせてあぬけこ (たあさかて たちそえちあすす 
OpenOffice); 

 たちそえちあすすせそか そいかつたかねかせけか おしみ そいちあいそてさけ け 
ちかおあさてけちそうあせけみ えちあなけねかつさけに ぬけなちそうふに けくそいちあきかせけこ 
(Tux paint け GIMP)б つそくおあせけか さそししあきかこ (CollageIt) け 
なそてそなけしへすそう (Picasa); 

 たちそえちあすすふ おしみ くあたけつけ おけつさそう (InfraRecorder, 
BurnAware); 

 たちそえちあすすあ おしみ つそくおあせけみ うけおかそなけしへすあ (PhotoFilmStrip); 

 たちそえちあすすあ ちあつたそくせあうあせけみ てかさつてあ (OCR CuneiForm); 

 たちそえちあすすあ Google 》しあせかてあ Зかすしみ おしみ けつたそしへくそうあせけみ 
う そいちあくそうあてかしへせそこ おかみてかしへせそつてけ つ おかてへすけг 
 


