
１年生　提出物一覧（5月21日）

科 目 名 課 題 内 容

国語総合 なし

現代社会 ワークシート

数学Ⅰ 数学Ⅰ課題プリント

科学と人間生活 プリント4枚

体育 なし

保健 なし

芸術(音楽)(美術)
音楽：プリント３枚

美術：プリント　　(鉛筆2本は、最初の授業に必ず持参してください)

コミュニケーション英語Ⅰ 授業プリント２枚

家庭総合 プリント

工業技術基礎 報告書

製図 ノート（図を書いたもの）

情報技術基礎 レポート（教科書まとめ）

機械工作 プリント３枚

電気基礎 基礎数学テキスト

ホームルーム



2年機械科　提出物一覧（5月21日）

科 目 名 課 題 内 容

国語総合 春休み課題（新聞記事まとめ）

地理Ａ プリント

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント

物理基礎 プリント２枚

体育 なし

保健 なし

コミュニケーション英語Ⅰ なし

家庭総合 プリント

実習 なし

製図 レポート（教科書写し）

機械設計 レポート（練習問題解答）

(共選)数学Ａ 数学Ａ課題プリント

(共選)自動車工学 ノート（教科書写し）

ホームルーム



2年電子機械科　提出物一覧（5月21日）

科 目 名 課 題 内 容

国語総合 春休み課題（新聞記事まとめ）

地理Ａ プリント

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント

物理基礎 プリント２枚

体育 なし

保健 なし

コミュニケーション英語Ⅰ なし

家庭総合 プリント

実習 プリント

製図 プリント

機械設計 プリント

電子機械 プリントNo.1～No.3

(共選)数学Ａ 数学Ａ課題プリント

(共選)生産ｼｽﾃﾑ技術 なし

(共選)自動車工学 プリント２枚

ホームルーム



2年電気科　提出物一覧（5月21日）

科 目 名 課 題 内 容

国語総合 春休み課題（新聞記事まとめ）

地理Ａ プリント

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント

物理基礎 プリント２枚

体育 なし

保健 なし

コミュニケーション英語Ⅰ なし

家庭総合 プリント

実習 レポート（実習テーマ）

電気基礎Ａ プリント

電気基礎Ｂ レポート（練習問題解答）

電気機器 プリント（原動機・発電機）

(共選)数学Ａ 数学Ａ課題プリント

(共選)電子計測制御 なし

ホームルーム



2年情報システム科　提出物一覧（5月21日）

科 目 名 課 題 内 容

国語総合 春休み課題（新聞記事まとめ）

地理Ａ プリント

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント

物理基礎 プリント２枚

体育 なし

保健 なし

コミュニケーション英語Ⅰ なし

家庭総合 プリント

実習 プリント（複線図の問題）

電気基礎 レポート（教科書まとめ）

電子回路 レポート（トランジスタ）

プログラミング技術 レポート（５０円問題）

(共選)数学Ａ 数学Ａ課題プリント

(共選)生産システム技術 レポート（教科書まとめ）

ホームルーム



3年機械科　提出物一覧（5月22日）

科 目 名 課 題 内 容

現代文 春休み課題（新聞記事まとめ）

世界史Ａ ワークシート

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント２枚

体育 なし

英語表現Ⅰ 単語練習プリント２枚

課題研究 プリント１枚

実習 なし

製図 機械製図検定プリント　機械系学科標準問題集

機械設計 設計プリント　レポート（教科書の例題・問題など）

原動機 プリント（旋盤検定試験模擬問題）

(選A)数学Ｂ 数学Ｂ課題プリント

(選A)機械工作 なし

(選B)化学基礎 プリント

(選B)コミュニケーション英語Ⅱ 授業プリント２枚

(選B)工業管理技術 なし

ホームルーム



3年電子機械科　提出物一覧（5月22日）

科 目 名 課 題 内 容

現代文 春休み課題（新聞記事まとめ）

世界史Ａ ワークシート

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント２枚

体育 なし

英語表現Ⅰ 単語練習プリント２枚

課題研究 なし

実習 プリント

製図 プリント２枚

機械工作 プリント２枚（旋盤技能検定過去問）

機械設計 アーク溶接検定試験過去問　プリント（梁について）

電子回路 なし

(選A)数学Ｂ 数学Ｂ課題プリント

(選A)生産ｼｽﾃﾑ技術 なし

(選A)自動車工学 プリント№1～№7

(選B)化学基礎 プリント

(選B)コミュニケーション英語Ⅱ 授業プリント２枚

(選B)電子機械 なし

ホームルーム



3年電気科　提出物一覧（5月22日）

科 目 名 課 題 内 容

現代文 春休み課題（新聞記事まとめ）

世界史Ａ ワークシート

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント２枚

体育 なし

英語表現Ⅰ 単語練習プリント２枚

課題研究 レポート（レポートの組み立て）

実習 レポート（実習テーマ）

電気機器 プリント（誘導機・回転磁界）

電力技術Ａ 課題冊子

電力技術Ｂ 課題冊子

電子回路 課題冊子

(選A)数学Ｂ 数学Ｂ課題プリント

(選A)通信技術 なし

(選B)化学基礎 プリント

(選B)コミュニケーション英語Ⅱ 授業プリント２枚

(選B)工業管理技術 レポート（練習問題解答）

(選B)電子機械 プリント４枚

ホームルーム



3年情報システム科　提出物一覧（5月22日）

科 目 名 課 題 内 容

現代文 春休み課題（新聞記事まとめ）

世界史Ａ ワークシート

数学Ⅱ 数学Ⅱ課題プリント２枚

体育 なし

英語表現Ⅰ 単語練習プリント２枚

課題研究 アンケート

実習 プリント

電子回路 レポート（練習問題解答）

通信技術 レポート（教科書まとめ）

ハードウェア技術 レポート（教科書まとめ）

コンピューターシステム技術 プリント４枚

(選A)数学Ｂ 数学Ｂ課題プリント

(選A)電子計測制御 レポート（A-D変換・D-A変換）

(選B)化学基礎 プリント

(選B)コミュニケーション英語Ⅱ 授業プリント２枚

(選B)工業管理技術 レポート（練習問題解答）

(選B)電子機械 プリント４枚

ホームルーム


