
１年生　課題一覧

科目名 課題内容

国語総合 チャレンジ常用漢字P10~P17

現代社会
教科書『新現代社会』のｐ48～ｐ53を読んで、ワークノート『新現代社会ノート』のｐ28～

ｐ31を記入する。

数学Ⅰ 問題集「スタディ数学Ⅰ」P.11～16(P.13を除く)の問題を解いて提出する。

科学と人間生活 教科書p.132～139を読み、p.141の｢まとめてみよう｣に答えを直接書き込むこと。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.115～134を読み、保健ノートのP.102～P.117を答える。

保健 教科書「現代高等保健体育」の保健編P.５～11を読み、保健ノートのP.2～P.7を答える。

芸術(音楽)(美術) なし

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ

問題集『New基本の英語改訂版』p.6～p.21  p.24～p.29 を完成させる。

4月19日までの課題については学習した内容をノートにまとめておくこと。ノートは新しいものでな

くてよい。中学の時に使っていたノートの残りがあれば英語でなくてもよい。

家庭総合

〇B5またはA4サイズの用紙（ルーズリーフなど）に次の(1)～(4)を書く。最初の授業で提出する。

(1)制服（ブレザー、スラックス（女子はスカート）、長袖シャツ）の品質表示と取り扱い絵表示を書き写す。

(2)教科書p148　表１「繊維の種類と特徴・用途」を書き写す。

(3)教科書p146「あなたが日常来ている服で、着心地のよいベスト３」をまとめる。

　※教科書に書き込まず、用紙に書いて提出する。

(4)あなたの家で使用している洗濯用洗剤の品名や成分を書き写す。　※教科書p155　表６を参考にする。

工業技術基礎

教科書p.8～15までを読み、以下の課題を工業技術基礎の最初の授業時に提出する。

課題はA4レポート用紙にやること。

課題１「p.10課題④自分の適性や興味・関心のある職業について調べる。」

課題２「p.12課題③地球環境・・・技術開発が期待されているのか調べる。」

製図
教科書P16～P21まで読んみ、文字と線の書き方について注意事項を参考にして、製図ノー

ト（101文字の練習、102線の用法と練習）を記入する。

情報技術基礎

パーフェクトガイド情報p172「7 Webページの情報の信ぴょう性」～179「１０ スマートフォン

のアプリ」を読み、各章ごとノートにまとめる。

上記の各章の最後にある問題をノートに写し、問題を解く。

機械工作 教科書P172～182　4いろいろなアーク溶接の前までを自分なりにノートにまとめてくる。

電気基礎 教科書P.6～P.12までをよく読み、参考にしながらトレーニングノートP.4～P.5を解くこと



2年機械科　課題一覧

科目名 課題内容

国語総合 チャレンジ常用漢字P118~P123

地理Ａ
教科書『高等学校新地理A』のｐ３０～ｐ３５を読んで、ワークノート『高等学校新地理A

ノート』のｐ１３～ｐ１５のワークを記入する。

数学Ⅱ 教科書「数学Ⅱ」P.16～18　例題を参考にして練習15～19をノートに解いて提出する。

物理基礎 ネオパルノートp.1～3を解く。（教科書p.5～7参照）　解答は後日配付されます。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.135～156を読み、保健ノートのP.120～P.131を答える。

保健 教科書「現代高等保健体育」の保健編P.63～P.69を読み、保健ノートのP.56～P.61を答える。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ コーパスWORKBOOK①p.57～p.64を終わらせておくこと。

家庭総合

〇B5またはA4サイズの用紙（ルーズリーフなど）に次の(1)～(4)を書く。最初の授業で提出する。

(1)教科書から書き写すもの。

　①p89COLUMN「規則正しい食生活のリズム」　　②p90COLUMN「かむこと」の大切さを見直そう

　③p90「食生活指針（2016年一部改正）」10項目　④p91　表１「こ食のいろいろ」

(2)休業中の１日分の食事の内容を記録する。（朝食・昼食・夕食・間食と分けて書く） 例：朝食：コーヒー

牛乳、バタートースト、野菜サラダ、目玉焼き

(3)p90　Check Up　の実践「自分の食べ方を意識しよう」実践し、記録する。

(4)新型コロウイルス感染症拡大をうけ、あなたがしている予防策、対応策をまとめる。

実習
KYTについて調べ、家庭内で発生するＫＹＴを探し出し、改善することを具体的にレポート

にして提出しなさい。

製図
教科書「機械製図」Ｐ１６０からＰ１６６までを熟読する。

同じく、Ｐ１０３～Ｐ１０５（２はめあいの前まで）をノートに書いて提出する。

機械設計
教科書「機械設計１」Ｐ１３力の合成からＰ１９力のモーメントと偶力の前までを熟読す

る。さらに問１から問７までをノートに解いて提出する。

(共選)数学Ａ 問題集「アクセスノート数学A」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(共選)自動車工学
①自動車工学のP７からP１１の12行までの文をノートに書きなさい。（絵は省略）。

※休校解除後最初の授業で提出する。②教科書ｐ１６からｐ１９を熟読



2年電子機械科　課題一覧

科目名 課題内容

国語総合 チャレンジ常用漢字P118~P123

地理Ａ
教科書『高等学校新地理A』のｐ３０～ｐ３５を読んで、ワークノート『高等学校新地理A

ノート』のｐ１３～ｐ１５のワークを記入する。

数学Ⅱ 教科書「数学Ⅱ」P.16～18　例題を参考にして練習15～19をノートに解いて提出する。

物理基礎 ネオパルノートp.1～3を解く。（教科書p.5～7参照）　解答は後日配付されます。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.135～156を読み、保健ノートのP.120～P.131を答える。

保健 教科書「現代高等保健体育」の保健編P.63～P.69を読み、保健ノートのP.56～P.61を答える。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ コーパスWORKBOOK①p.57～p.64を終わらせておくこと。

家庭総合

〇B5またはA4サイズの用紙（ルーズリーフなど）に次の(1)～(4)を書く。最初の授業で提出する。

(1)教科書から書き写すもの。

　①p89COLUMN「規則正しい食生活のリズム」　　②p90COLUMN「かむこと」の大切さを見直そう

　③p90　「食生活指針（2016年一部改正）」10項目　④p91　表１「こ食のいろいろ」

(2)休業中の１日分の食事の内容を記録する。（朝食・昼食・夕食・間食と分けて書く） 例：朝食：コーヒー

牛乳、バタートースト、野菜サラダ、目玉焼き

(3)p90　Check Up　の実践「自分の食べ方を意識しよう」実践し、記録する。

(4)新型コロウイルス感染症拡大をうけ、あなたがしている予防策、対応策をまとめる。

実習 機械実習２の教科書50～51、57～58ページの図以外をノートに書き写す。

製図
教科書Ｐ103~105はめあいの前までとP117表2-19をノートに書き写してくる。

学校再開後初回の授業で小テストを行います。

機械設計
教科書「機械設計１」P１５、１６、１７の問１～問６までをノートに解くこと。

教科書をよく読み、理解したうえで解いてくること。

電子機械
教科書66～72ページまでをよく読み、内容を理解しておくこと。また、P66 表３－１をノー

トにまとめること（図があると分かりやすい。) ※確認テスト有

(共選)数学Ａ 問題集「アクセスノート数学A」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(共選)生産ｼｽﾃﾑ技術
教科書11～14ページまでをよく読み、内容を理解しておくこと。教科書78～80ページをよ

く読み、問1～3をノートに解くこと（問題も写しておく）。　※確認テスト有

(共選)自動車工学
自動車工学１の教科書8～13ページ(12行目)までをの太字や図を中心に各項目ごとノートに

まとめなさい。※確認テスト有



2年電気科　課題一覧

科目名 課題内容

国語総合 チャレンジ常用漢字P118~P123

地理Ａ
教科書『高等学校新地理A』のｐ３０～ｐ３５を読んで、ワークノート『高等学校新地理A

ノート』のｐ１３～ｐ１５のワークを記入する。

数学Ⅱ 教科書「数学Ⅱ」P.16～18　例題を参考にして練習15～19をノートに解いて提出する。

物理基礎 ネオパルノートp.1～3を解く。（教科書p.5～7参照）　解答は後日配付されます。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.135～156を読み、保健ノートのP.120～P.131を答える。

保健 教科書「現代高等保健体育」の保健編P.63～P.69を読み、保健ノートのP.56～P.61を答える。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ コーパスWORKBOOK①p.57～p.64を終わらせておくこと。

家庭総合

〇B5またはA4サイズの用紙（ルーズリーフなど）に次の(1)～(4)を書く。最初の授業で提出する。

(1)教科書から書き写すもの。

　①p89COLUMN「規則正しい食生活のリズム」　　②p90COLUMN「かむこと」の大切さを見直そう

　③p90　「食生活指針（2016年一部改正）」10項目　④p91　表１「こ食のいろいろ」

(2)休業中の１日分の食事の内容を記録する。（朝食・昼食・夕食・間食と分けて書く） 例：朝食：コーヒー

牛乳、バタートースト、野菜サラダ、目玉焼き

(3)p90　Check Up　の実践「自分の食べ方を意識しよう」実践し、記録する。

(4)新型コロウイルス感染症拡大をうけ、あなたがしている予防策、対応策をまとめる。

実習
電気機器の教科書P18をよく読み、直流機について調べたことをレポート用紙1枚以内にまと

める。

電気基礎Ａ
電気基礎（上）トレーニングノートＰ88～Ｐ96（各年度の標準テスト３年分）の大問１、２、３、４、５を、授

業ノートに公式・計算式をきちんと書いて解答する。（学校再開後の授業時に提出となります。）

電気基礎Ｂ
電気基礎（上）トレーニングノートＰ26～Ｐ27 ステップ1、P28～P29ステップ1、P32～P33ステップ１，２、

P38～P39ステップ1、P41ステップ１を授業ノートに図・公式・計算式をきちんと書いて解答する。

電気機器 教科書P14～16までをよく読んで、授業ノートに内容をまとめて書く。

(共選)数学Ａ 問題集「アクセスノート数学A」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(共選)電子計測制御 教科書p.8～ｐ.16までをノートにまとめ理解する。後ほど確認テストを行う。



2年情報システム科　課題一覧

科目名 課題内容

国語総合 チャレンジ常用漢字P118~P123

地理Ａ
教科書『高等学校新地理A』のｐ３０～ｐ３５を読んで、ワークノート『高等学校新地理A

ノート』のｐ１３～ｐ１５のワークを記入する。

数学Ⅱ 教科書「数学Ⅱ」P.16～18　例題を参考にして練習15～19をノートに解いて提出する。

物理基礎 ネオパルノートp.1～3を解く。（教科書p.5～7参照）　解答は後日配付されます。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.135～156を読み、保健ノートのP.120～P.131を答える。

保健 教科書「現代高等保健体育」の保健編P.63～P.69を読み、保健ノートのP.56～P.61を答える。

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅰ コーパスWORKBOOK①p.57～p.64を終わらせておくこと。

家庭総合

〇B5またはA4サイズの用紙（ルーズリーフなど）に次の(1)～(4)を書く。最初の授業で提出する。

(1)教科書から書き写すもの。

　①p89COLUMN「規則正しい食生活のリズム」　　②p90COLUMN「かむこと」の大切さを見直そう

　③p90　「食生活指針（2016年一部改正）」10項目　④p91　表１「こ食のいろいろ」

(2)休業中の１日分の食事の内容を記録する。（朝食・昼食・夕食・間食と分けて書く） 例：朝食：コーヒー

牛乳、バタートースト、野菜サラダ、目玉焼き

(3)p90　Check Up　の実践「自分の食べ方を意識しよう」実践し、記録する。

(4)新型コロウイルス感染症拡大をうけ、あなたがしている予防策、対応策をまとめる。

実習
工業技術基礎：P25~27を読み、レポートにまとめる。

レポート用紙はA4サイズを使い、枚数は1枚以上、枚数上限なし。

電気基礎
教科書（上）：P196~200を読み、レポートにまとめる。

レポート用紙はA4サイズを使い、枚数は1枚以上、枚数上限なし。

電子回路

教科書：P14～17の内容を読み、それぞれのダイオードがどのようなところで使われているか調べて

まとめる。（ダイオードの種類は調べて増やしても良い）

レポート用紙はA4サイズを使い、枚数は1枚以上、枚数上限なし。

ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾐﾝｸﾞ技術

９８０１の問題を解きなさい。

９８＋０１＝９９、９９×９９＝９８０１　上２桁と下２桁の和の2乗を求めると、

元の数に戻る４桁の正の整数を全て求めなさい。提出できるようにノートにまとめる。

(共選)数学Ａ 問題集「アクセスノート数学A」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(共選)生産ｼｽﾃﾑ技術
教科書：P54　練習問題をレポート用紙に解く。

レポート用紙はA4サイズを使う。枚数上限なし。



3年機械科　課題一覧

科目名 課題内容

現代文 必携国語P62~P65

世界史Ａ
教科書『世界史A』のｐ26～27、36～37を読んで、ワークノート『世界史Aノート』のｐ

８、13を記入する。

数学Ⅱ 問題集「スタディ数学Ⅱ」P.128～130の問題を解き、答え合わせをして提出する。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.157～171を読み、保健ノートのP.134～P.141を答える。

英語表現Ⅰ プレップ p.52～55 をやる。すべて埋めること。

課題研究

①身の回りの不便なことがらを見つけ出し、具体的にイラストや文章などを用いて説明しなさい。

② ①の内容を解決する方法を具体的にイラストや文章を用いて、説明しなさい。

上記①②の内容をレポート用紙にまとめ、最初の授業で提出しなさい。

実習 ５Sについて調べなさい。家庭学習中に５Ｓを実践し、その内容をレポートにして提出する。

製図
機械系学科標準問題集のP117～P119（演習AからCまで）の問題を解きなさい。

※標準問題集は答え合わせをして、休校解除後最初の授業で提出すること！

機械設計
設計の教科書、P109例題10・P110問題18・P112例題11＆問19をレポート用紙に解き、休

校終了後の最初の授業で提出しなさい。※例題や問題は必ず図を描き、途中式も書くこと！

原動機
①前回渡した旋盤検定試験模擬問題H23を今回はノートに問題と答えを書きなさい。

※休校解除後最初の授業で提出する。②教科書ｐ１６からｐ１９を熟読

(選A)数学Ｂ 問題集「アクセスノート数学B」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(選A)機械工作
機械工作２の教科書P19～P29のフライス盤、形削り盤、ボール盤、ドリルなどを理解し、

P29の節末問題１～４をノートにまとめ、最初の授業時に提出しなさい。

(選B)化学基礎 ネオパルノートp.2～5を解き，答え合わせをする。（教科書p.18～27参照）

(選B)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

教科書 All Aboard!English CommunicationⅡの Lesson 1,2のわからない単語の意味を調べる。英文

を写し、教科書の各ページにあるReading Pointの内容を読み取り、わかる範囲で日本語でまとめる。

すべてA4レポート用紙に書き、提出できるようにしておくこと。

(選B)工業管理技術
工業管理技術の教科書P8～P9を読んで理解すること。また、P9の章末問題１～３を考えて

自分の意見をまとめ、ノートに記載して最初の授業時に提出しなさい。

ホームルーム
『高校用対策ドリルSPI』P１～９を読んで、SPIの概要を確認する。その後、P10～17、32

～35を解く



3年電子機械科　課題一覧

科目名 課題内容

現代文 必携国語P62~P65

世界史Ａ
教科書『世界史A』のｐ26～27、36～37を読んで、ワークノート『世界史Aノート』のｐ

８、13を記入する。

数学Ⅱ 問題集「スタディ数学Ⅱ」P.128～130の問題を解き、答え合わせをして提出する。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.157～171を読み、保健ノートのP.134～P.141を答える。

英語表現Ⅰ プレップ p.52～55 をやる。すべて埋めること。

課題研究
各テーマの希望調査を行ったので、第１・第２希望のテーマに決まった場合に製作したいも

の、また、取り組みたい内容について考え、ノートにまとめておくこと。

実習
２年生の頃のテキストをよく読み、それぞれの実習において気を付ける点を安全教育の観点

からノートに記入すること。初回授業にて提出。

製図
機械製図の教科書P202～209の14行目までをノートにまとめてくること。

必要があれば図も記入すること。

機械工作
機械工作２の教科書16ページ(5行目)～23ページ（7行目）までをノートに太字や図を中心に

各項目ごとノートにまとめなさい。　※確認テスト有

機械設計
①教科書「機械設計１」P109の公式(15）を説明せよ。

②教科書P110の問18を解け。　※①②ともにノートに記入して提出のこと

電子回路
教科書11～26ページまでをよく読み、内容を理解しておくこと。また，教科書の各問を解

き、登校後の最初の授業で提出する。(計9問，問題も写しておく)　※確認テスト有

(選A)数学Ｂ 問題集「アクセスノート数学B」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(選A)生産ｼｽﾃﾑ技術
教科書11～14ページまでをよく読み、内容を理解しておくこと。教科書78～80ページをよ

く読み、問1～3をノートに解くこと（問題も写しておく）。　※確認テスト有

(選A)自動車工学
教科書１の１７ページ～３４ページのまでをよく読み、内容を理解しておくこと。

ノートにまとめ提出。※確認テスト有

(選B)化学基礎 ネオパルノートp.2～5を解き，答え合わせをする。（教科書p.18～27参照）

(選B)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

教科書 All Aboard!English CommunicationⅡの Lesson 1,2のわからない単語の意味を調べる。英文

を写し、教科書の各ページにあるReading Pointの内容を読み取り、わかる範囲で日本語でまとめる。

すべてA4レポート用紙に書き、提出できるようにしておくこと。

(選B)電子機械
1章の内容をよく読み、各問や章末問題をノートに解く。登校後、最初の授業で提出。

※確認テスト有

ホームルーム
『高校用対策ドリルSPI』P１～９を読んで、SPIの概要を確認する。その後、P10～17、32

～35を解く



3年電気科　課題一覧

科目名 課題内容

現代文 必携国語P62~P65

世界史Ａ
教科書『世界史A』のｐ26～27、36～37を読んで、ワークノート『世界史Aノート』のｐ

８、13を記入する。

数学Ⅱ 問題集「スタディ数学Ⅱ」P.128～130の問題を解き、答え合わせをして提出する。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.157～171を読み、保健ノートのP.134～P.141を答える。

英語表現Ⅰ プレップ p.52～55 をやる。すべて埋めること。

課題研究
パーフェクトガイド情報P142,143を読み、プレゼンテーションについて、レポート用紙１枚

以内にまとめる。

実習
電力技術１の教科書P86～87をよく読み、送電について調べて、レポート用紙１枚以内にま

とめる。

電気機器 教科書P123をよく読み、誘導機の回転原理について調べ、授業ノートにまとめる。

電力技術Ａ
教科書「電力技術１」Ｐ8～Ｐ14をよく読み、演習ノート「電力技術1・2」のP3を解答する

（初回の授業時で提出する）。

電力技術Ｂ 教科書P.6～P.13までをよく読み、参考にしながら演習ノートP.49～P.52を解くこと

電子回路
教科書「電子回路」Ｐ11～Ｐ19をよく読み、電子回路演習ノートＰ３～Ｐ５を解答してお

く。（学校再開後の授業時に提出となります。）

(選A)数学Ｂ 問題集「アクセスノート数学B」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(選A)通信技術 教科書p.23～ｐ.27まで熟読し理解する。問2まで答える。

(選B)化学基礎 ネオパルノートp.2～5を解き，答え合わせをする。（教科書p.18～27参照）

(選B)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

教科書 All Aboard!English CommunicationⅡの Lesson 1,2のわからない単語の意味を調べる。英文

を写し、教科書の各ページにあるReading Pointの内容を読み取り、わかる範囲で日本語でまとめる。

すべてA4レポート用紙に書き、提出できるようにしておくこと。

(選B)工業管理技術 教科書P１からP3までを熟読、理解し、P3の問１から問３までを授業ノートに解答する。

(選B)電子機械
教科書：機械の運動、機械の機構（機構の構成）P24～P26の内容をレポート用紙にまと

め、提出する

ホームルーム
『高校用対策ドリルSPI』P１～９を読んで、SPIの概要を確認する。その後、P10～17、32

～35を解く



3年情報システム科　課題一覧

科目名 課題内容

現代文 必携国語P62~P65

世界史Ａ
教科書『世界史A』のｐ26～27、36～37を読んで、ワークノート『世界史Aノート』のｐ

８、13を記入する。

数学Ⅱ 問題集「スタディ数学Ⅱ」P.128～130の問題を解き、答え合わせをして提出する。

体育
新型コロナウィルスに負けない身体づくり

「現代高等保健体育」の体育編P.157～171を読み、保健ノートのP.134～P.141を答える。

英語表現Ⅰ プレップ p.52～55 をやる。すべて埋めること。

課題研究
パーフェクトガイド情報（ワード、エクセル実習で使用した教科書）：問題解決の方法

（P114～115）の内容をレポート用紙に写す。

実習
パーフェクトガイド情報（ワード、エクセル実習で使用した教科書）：レポートの組み立て

方（P62～63）の内容をレポート用紙に写す。

電子回路
教科書：P243~245をレポートにまとめる。

レポート用紙はA4サイズを使い、枚数は1枚以上、枚数上限なし。

通信技術

教科書：P239 「1通信と法規」～P243「２通信に関連する法規」 を読み、各問をレポート用紙

（A4）にまとめる。クラス、番号、名前をレポート用紙上部に書くこと。

P241問1,2,3　p243問4,5,6,7,8

ﾊｰﾄﾞｳｪｱ技術
教科書：P18~19をレポートにまとめる。

レポート用紙はA4サイズを使い、枚数は1枚以上、枚数上限なし。

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ技術
教科書:マルチメディアとは、メディアの種類と特徴、表現メディアの特徴（文字）P18～

P22　の内容をレポート用紙にまとめ、提出する。

(選A)数学Ｂ 問題集「アクセスノート数学B」P.2~5の問題を解き、答え合わせをして提出する。

(選A)電子計測制御
教科書:P２４の図１－１７ホトダイオード（ｂ）回路例をレポート用紙に描き、光が当たっ

た時に流れる電流の向きを図中に示して、提出しなさい。

(選B)化学基礎 ネオパルノートp.2～5を解き，答え合わせをする。（教科書p.18～27参照）

(選B)ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ英語Ⅱ

教科書 All Aboard!English CommunicationⅡの Lesson 1,2のわからない単語の意味を調べる。英文

を写し、教科書の各ページにあるReading Pointの内容を読み取り、わかる範囲で日本語でまとめる。

すべてA4レポート用紙に書き、提出できるようにしておくこと。

(選B)工業管理技術 教科書P１からP3までを熟読、理解し、P3の問１から問３までを授業ノートに解答する。

(選B)電子機械
教科書：機械の運動、機械の機構（機構の構成）P24～P26の内容をレポート用紙にまと

め、提出する

ホームルーム
『高校用対策ドリルSPI』P１～９を読んで、SPIの概要を確認する。その後、P10～17、32

～35を解く


