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(0368-3056) Java ѣѝѢъ эљєюѣ ѣюєѡћї ѐюѣђѝъ щїыюьѕ јѐъї
ъѢѐїэ ђћьїѕ ѡѝњэ ѣђъ
ъђъщ ѕѣ ѣёђњѡъђљющ
'щ ьћюї ,я"њѢѣ – 'ъ ѡёњїњ
06.07.2007 :эљђѐъэ ѓђѡщѣ

ђѕђяѡъ ьэющ :эџѡї
јђщ

:ѢюїђѢъ ѡѣюї ѡяћ ѡїюѐ
іђђѣћѢ

:эљђѐъэ ѓѢї

(эя ьюїћ ѕѕює) іђьюїћ 2 ѕѕює јѐъїэ :ѣюђѕѕє ѣюђѐљэ
іђљюѢ іђщѢюљъ ѣюѕщѢ 9 ѕђєї јѐъїэ
јюьѕю эъюѢѣэ ѕѢ ѡѢѠээ ѣщ ыђџэѕ Ѡюїђљэ ѕћ .ієђѣюъюѢѣ ѕє ѣщ Ѡїљѕ Ѣђ
.ьюѠђљэ щюѕїъ юєяђ щѕ ѡњѐ Ѡюїђљ іћ ющ Ѡюїђљ щѕѕ ѣюъюѢѣ .ѣюљюѢэ ѣюѝюѕѐъ
.Ѡьъђ щѕ (эя њѝюё) эљђѐъэ њѝюё .ѣюѝѡюџїэ ѣюѡъѐїъ ѣюѕщѢэ ѕћ ѣюљћѕ Ѣђ
.Ѣьѐ ьюїћъ эъюѢѣ ѕє ѕђѐѣэѕ Ѣђ
ьѐщє іђѡъыю іђѢљѕ эљюѝ щюэ іѕющ эъѠљ јюѢѕъ ѐњюљї јѐъїэ
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.1
?XP ѣюђюљїюђї юѡяыљ іэїѢ іђєѡћэ 5 іэї (ѣюьюѠљ 5)

.щ

ѕє ђъыѕ .іэї юѡяыљ ѡѢщ ѣюђюљїюђї 3 ђљђђџю іђєѡћэї іђђљѢ ђѡѐъ (ѣюьюѠљ 5)
.ѓѡћэ ѣщ ѣѣѡѢї щђэ эѡюџ юяђщъ ђљђђџ ѣюљїюђї

.ъ

? XP ѣююџъ Integrator э ѕѢ юђьђѠѝѣ іэї (ѣюьюѠљ 5)

.ы

эђћъ ѕє ђъыѕ .CVS -ъ ѢюїђѢ ђ"ћ ѣюѡѣѝљ ѡѢщ эљєюѣ ѐюѣђѝъ ѣюђћъ 3 ђљђђџ (ѣюьюѠљ 10) .2
.ђѕєэ ѣѡяћъ ѣѡѣѝљ щђэ ьџђєю CVS ъ ѢюїђѢ щѕѕ эђѕћ ѡъыѣэѕ јѣђљ ьџђє ђѡђъњэ
.ѣюљюѢэ ѣюѝюѕѐэ ѕѢю ђѕєэ ѕѢ (іђїђђѠ іщ) ѣюљюѡњѐэю ѣюљюѡѣђэ ѣщ ђѡђъњэ
-ъ ѢюїђѢ ђ"ћ ѣѡѣѝљ (SQL DB) ђљюђџѕѡ іђљюѣљ ьњїъ ѢюїђѢ ѕѢ эђћъ юяђщ (ѣюьюѠљ 10) .3
?эђћъэ ѣщ ѡѣюѝ ђѕєъ ѢюїђѢэ ѓђщ ?Hibernate Framework
.4
? swt ѣѕђъѐ јђъю JFace ѣѕђъѐ јђъ ѡѢѠэ эї (ѣюьюѠљ 3)
? Eclipse Feature јђъю Eclipse Plugin јђъ ѡѢѠэ эї (ѣюьюѠљ 2)
эї ? (awt, swing, swt) Java ъ GUI ѣюѕђъѐ 3-ъ ѓѡюџ Ѣђ ћюьї (ѣюьюѠљ 5)
?ѣюѡѐщэ ѣюѕђъѐѕ ѣђњѐђ swt ѕѢ ѣюљюѡњѐэю ѣюљюѡѣђэ
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.ъ
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ъѡ ѣѢѡ ѠѐѢї Ѣюїђїѕ ѣюљюѢ ѣюђыюѕюљєё ѣюѡюёѠёђєѡщ 3 ђћђџэ (ѣюьюѠљ 15) .5
,іђћюџђъ ,эљѠѣэю эџѝэ :ѣющъэ ѣюьюѠљъ ђљюь ѣюѝюѕѐэї ѣѐщ ѕє ѡюъћ .іђѝѣѣѢї
.ѣюђѕђъѠї ,ѣющњѡы ѕюэђљ ,ѣѡюѢѠѣ ѣђђыюѕюљєё ,ѢїѣѢї ѣђююѐ
ѓђщ ? эљюћ щюэ эђћъ юяђщ ѕћ ? Java Extension Mechanism э јюљыљї юэї (ѣюьюѠљ 10) .6
?эя јюљыљї щѕѕ эя эђћъ іћ ььюїѣэѕ јѣђљ
.7
?[Brooks75] јюєљ щюэ ћюьїю њѠюѡъ Ѡюѐ юэї (ѣюьюѠљ 5)
("No silver bullet") іњѠ ѣюљюѡѣѝ јђщѢ Brooks ѣљћё ѣщ ђѡђъњэ (ѣюьюѠљ 5)
[Brooks86]
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ѣѐщ ѕєъ ѢїѣѢљ ђѣїю ?јэљђъ ѕьъээ эї ? POST -ю GET ѣюћьюэ јэї (ѣюьюѠљ 10) .8
?јэї
.9
?JSP јђъю Servlet јђъ ѡѢѠэ эї (ѣюьюѠљ 5)
? JSP ьюїћ ѕѢ іђђѐэ ѡюяѐїъ іђъѕѢэ іэї (ѣюьюѠљ 5)
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