
2020年 休校期間中の課題（２年生） 

教科 内容 備考 

工業 

（建築施工） 

 

教科書 P２４～P３９の範囲 

添付 PDFの指示に従って自主学習 

（授業５回分） 

 

2 年 2 組建築技術コース  

全員対象 

最初の授業でノート提

出。チェックします 

商業 

情報処理 

（２年４組Ｏ） 

教科書Ｐ．１１９～Ｐ．１２３を読んで、大事なところ

にマーカーで線を引く。 

オフィスビジネスコース

のみ。最初の授業でチェ

ックします。 

２年商業 

プログラミン

グ 

教科書 p6～p8を読みましょう。 

(1)大事だと思う部分に下線を引きましょう。 

(2)太字用語を抜き出し用語の意味を用紙に記入

しましょう。記入例：p6データ：情報のもとになる資

料 

(3)教科書 p14練習 1-1の答えを用紙に記入しまし

ょう。③は教科書 p13を参考に答えて下さい。 

※2-4ビジネス情報コー

スのみ。最初の授業で

提出して下さい。 

教科書も確認します。 

商業（ｵﾌｨｽ） 

広告と販売

促進 

教科書「第１章１．販売促進の概要（P１２～１５）」

を読み、広告と販売促進問題集 P８～９に取り組

む。 

①問題集 P８（基礎徹底ﾏｽﾀｰ 学習の要点整理と確

認） 

②問題集 P９（Let’s Study） 

オフィスビジネスコース

のみ。 

最初の授業で提出。 

商業：簿記 

(O・B・Fｺｰｽ） 

・教科書⑤（最初にあるカラーのページ）の「簿記

の 

一巡の手続き」の図を書きなさい。各ページ数

は書かなくてもよい。 

・教科書 P7練習問題１ ２、P13練習問題２、P18 

練習問題２を解きなさい。 

※2-4オフィス・ビジネス

情報・2-5ファイナンスコ

ース対象。最初の授業で

提出. 

※用紙は各自で用意し

てください。 

地理 A 教科書 4～21までを熟読する。 

スマホ等から右の QRコードまたは、下記の URL

を入力して問題を解く。 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.as

px?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMt5oErskwJIo8v

NENXZ8s5UMFBENE9IVE5MMU5WVko5T1pXTUd

YQUE5TS4u 

 

日本史 A 教科書 P36～39を熟読する。 

添付 PDF[日本史 A課題（第３回）]にある、語句と

語句の説明を用紙やノートに書き写す。 

※用紙やノートは各自で用意してください。 

最初の授業で提出しま

す 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMt5oErskwJIo8vNENXZ8s5UMFBENE9IVE5MMU5WVko5T1pXTUdYQUE5TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMt5oErskwJIo8vNENXZ8s5UMFBENE9IVE5MMU5WVko5T1pXTUdYQUE5TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMt5oErskwJIo8vNENXZ8s5UMFBENE9IVE5MMU5WVko5T1pXTUdYQUE5TS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IpygVJPVSkS1vBluMOSdTMt5oErskwJIo8vNENXZ8s5UMFBENE9IVE5MMU5WVko5T1pXTUdYQUE5TS4u


第１回・第２回の課題をまだ行っていない生徒

は、今 

回の課題と合わせて必ず取り組むこと。 

コミ英語Ⅰ ベーシックノートのｐ６～ｐ９を教科書のWord List 

（ｐ１３２～ｐ１４２）を参考にしながら解いて下さい。 

ｐ６は本文の日本語訳です。ｐ９は本文写本です。 

最初の授業で確認します。 

英語探究 教科書 Watching Joyful  ｐ4～ｐ１１ 

 

スマホ・タブレットや PCからアクセスして課題を提

出してください。 

 

https://sway.office.com/ppJszeadDIVqb7XS?ref=

Link 

 

最初の授業で確認しま

す。 

スマホ・タブレットから

 

中国語 ・教科書ｐ６ 第 1課の本文と単語の復習。 

・ｐ６３ ３．「挨拶―初対面の時」の 

フレーズの音読と写本。  

・ｐ６４ ４．「感謝一般的に感謝するとき」の 

  フレーズの音読と写本。 

最初の授業で確認しま

す。 

商業 

「観光学」 

東京ディズニーランドについて、下記の①～④を

調べてレポートにまとめてください。 

①東京ディズニーランドの基本情報について 

（所在地、料金、従業員数など） 

②良いところ、すごいところ 

③私がおすすめする楽しみ方 

※インターネットが使用できる人↓↓ 

④今年オープンの新アトラクションの魅力 

についても調べてください。 

※２-5観光コースのみ 

各自でノートや白紙を用

意して記入する。 

※最初の授業で提出す

ること。（意見文 2枚と一

緒に提出です） 

商業 

「観光デザイ

ン」 

あなたがお勧めする沖縄のお菓子を、観光客に

紹介するポスターをA４用紙に描いてください。（作

品提出です） 

ポスターに必ずいれる情報 

 1 商品名 

 2 商品の絵（商品の絵が描ききれない場合は、

商品のパッケージを切り抜きして貼り付けて

も良い。見栄え良くすること） 

 3 商品の紹介文 

 4 お勧めする理由 

※2-5観光コースのみ 

 最初の授業で提出。 

   

 ポスターの作品制作で

あることを念頭に励むこ

と。 

国語総合 ①下記の URLにアクセスし、課題に取り組む。 ①QRコードからも OK 

https://sway.office.com/ppJszeadDIVqb7XS?ref=Link
https://sway.office.com/ppJszeadDIVqb7XS?ref=Link


https://sway.office.com/0Ear0Wlp9CJpNGWN 

 

②「意味から学ぶ 常用漢字」（イミカン）P.88～93 

 

※第１回・第２回の課題をまだ行っていない生徒

は、今回の課題と合わせて必ず取り組むこと。

課題内容は、学校ホームページで確認して下さ

い。 

 

理科 

 

（物理選択者） 

 ①教科書ｐ３２～ｐ３７をしっかり読む。 

 ②教科書ｐ３８～ｐ３９を解く。（教科書に記入） 

（化学選択者） 

 教科書①ｐ18問１、②ｐ19問２、③ｐ21問３、 

④ｐ25問４、⑤ｐ27問５ 

 

（生物基礎選択者） 

ネオパルノート Ｐ.２０～２５ 

 

 

 

・教科書に書き込むか、

白紙に解答。 

 

 

・ネオパルノートに直接

記入。 

選択 

ビジネス基礎 

①【NHK 高校講座～ビジネス基礎～】の第１回

「経済のしくみとビジネス」を見る。（１０分程度） 

http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/tv/busines

s/   ※スマホだと 「NHKビジネス基礎」と検索

すればすぐ出てきます。 

②番組を見た後、「学習メモ」の出題されている問

題を解く。（全２枚） 

 

用紙は、白紙かルーズリ

ーフを各自用意して、記

入すること。（最初の授

業で提出します） 

２年建築計

画 

教科書 P16～P18の範囲 

教科書を熟読すること！ 

添付 PDFの指示に従って自主学習 

 

白紙・ルーズリーフ又は

ノートを用意する。 

（最初の授業で確認す

る） 

保健 右の QRコード、または下記の URLからアクセス

し、問題を解いてください。

https://sway.office.com/bHwVmr3U9ULgJCcE?ref

=Link 

・一問目の「番号」に関して、分からない場合は「不

明」でも構いません。 教科書やノートを見ながら、

取り組んでください。  

・学習開始時は以下のテストを実施する予定です

ので、保健ノートはしっかり取り組んでおきましょ

う。 

 

 

https://sway.office.com/0Ear0Wlp9CJpNGWN
http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/tv/business/
http://www.nhk.or.jp/kokokoza/library/tv/business/
https://sway.office.com/bHwVmr3U9ULgJCcE?ref=Link
https://sway.office.com/bHwVmr3U9ULgJCcE?ref=Link


体育 右の QRコード、または下記の URLからアクセス

し、問題を解いてください。

https://sway.office.com/nHvDGJ36zIQ6gmfo?ref=

Link 

・一問目の「番号」に関して、分からない場合は「不

明」でも構いません。 教科書やノートを見ながら、

取り組んでください。 

 

商業 

ビジネス経済 

（2－5 F） 

教科書ｐ137/138「重要用語のまとめと解説」第２

章（38語）までの用語と意味をノートに記入しなさ

い。 

前回の課題と合わせて

B5 ノートに記入して最初

の授業で提出します。 

 

商業 

ビジネス情報 

情報処理検定 2級の模擬試験問題集(緑色)の

p216～p224「直前 check」を埋めなさい。 

最初の授業で提出してください。 

※2-4ビジネス情報コー

スのみ 

機械システ

ム科 

右の QRコード、または下記の URLからアクセス

し、問題を解いてください。 

https://sway.office.com/MbysRODeBiwCLxFy?ref

=Link 

 

 

家庭総合 教科書 p157を参考に、自分らしい服装コーディネ

ートを考えてみよう。どんな場面で着たいかを設

定し、どんなイメージで着たいか、コーディネート

のポイントは何かなどを考え、イラストと言葉で書

いてください。（イラストが苦手な人は、雑誌の切り

抜きを貼り付けてもよい。） 

※2－4，2－5 

白紙かルーズリーフに記

入してください。最初の

授業で提出します。 

通信技術 

電気技術コ

ース 

教科書 P.244～250までを一通り読んだ後、教科

書を見ながら右の QRコードにアクセスして問題を

解いてください。 

 

 

https://sway.office.com/nHvDGJ36zIQ6gmfo?ref=Link
https://sway.office.com/nHvDGJ36zIQ6gmfo?ref=Link
https://sway.office.com/MbysRODeBiwCLxFy?ref=Link
https://sway.office.com/MbysRODeBiwCLxFy?ref=Link

