
2020 年 休校期間中の課題（２年生） 

 

教科 内容 備考 

体 育 ① 「自宅でできる運動」動画が多数でています。自

身が好きな内容を探して、実践してみよう。（安

全に注意して取り組もう） 

② 朝晩の検温を行い自身の体調チェック、こまめ

な手洗いで感染症予防を行おう 

新学期スタートしたら、

新体力テストがありま

す。休校中も前向きに

とりくもう！ 

日本史 教科書ｐ24～27 を写本しましょう。 

（用紙はなんでも構いません。各自用意） 

新学期開始までに授業

プリント用のＡ４ファイ

ルを準備していてくださ

い。 

地 理 教科書ｐ40～47 を写本しましょう。 

（用紙はなんでも構いません。各自用意） 

新学期開始までに授業

プリント用のＡ４ファイ

ルを準備していてくださ

い。 

国  語 １ 意見文を完成させること。 

２ 『意味から学ぶ常用漢字』イミカン p78～81 

課題は全て字を丁寧に

書くこと。 

商業（Ｔ） 

観光学 

400 字程度の作文を書いてください。 

テーマ新型コロナウイルスの影響を受けて、沖縄県

の観光業界が大ダメージを受けていることについ

て、ニュースや新聞、インターネット等で調べて、

（１）現在の状況・課題と（２）解決策を考え、（３）あな

たの意見をまとめなさい。 

※2-5 観光コースの

み。 

ノートや白紙、原稿用

紙を各自で準備して書

いてください。最初の授

業で提出です。 

総合選択 

建築構造 

〇建築構造の教科書 P130～P132 を写本する。 

〇建築構造の教科書P132、節末問題．3鉄筋コンク

リート構造のおもな特徴について解答する。 

ノートを準備する。 

理科 

 

（物理選択者） 

教科書ｐ４、ｐ３０、ｐ３１の１と２ 

（化学選択者） 

 教科書ｐ４０の①～④ 

（生物基礎選択者） 

ネオパルノートＰ.２～Ｐ.９ 

教科書に書き込むか、

白紙に解答。 

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。 



英語Ⅰ 教科書(COMET)のＰ１０～Ｐ１５を解いてください。

直接、教科書に記入してください。最初の授業で確

認します。 

 

商業 

簿記 

（O・B・F） 

教科書 P80/96/150/154 の練習問題１を解く。 問題ページ数と問題番

号を記載して、答えを

書くこと。各自で紙を用

意すること 

商業（B） 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報 

 

下記の動画を見て感想を記入して提出。 

公益財団法人警察協会のホームページ「サイバー

犯罪」のビデオの中から一つ選び、動画を見ての感

想を記入し提出。

https://www.keisatukyoukai.or.jp/videolibrary.html 

※ﾋﾞｼﾞﾈｽ情報ｺｰｽのみ

各自紙を用意し、最初

の授業で提出。 

商業（ｵﾌｨｽ） 

情報処理 

下記の動画を見て感想を記入して提出。 

人権啓発ビデオ「インターネットと人権 ～加害者に

も被害者にもならないために～」 

https://www.youtube.com/watch?v=qum8MXBaC3M

※ｵﾌｨｽコースのみ 

Youtube で見ることがで

きます。白紙に記入し

最初の授業で提出して

ください。 

数学 A ポイントノート数学Ⅰのｐ82～ｐ85 を解く。 

 

 

商業 

ビジネス経

済（F） 

教科書ｐ６～１０を読んで、B５ノートに感想を記入し

て提出。 

記入した B５ノートはそ

のまま授業用として利

用します。 

商業 

ビジネス基

礎（総合選

択） 

教科書ｐ７～９を読んで、自分の将来の仕事もふま

えて感想を記入。白紙かルーズリーフに記入して提

出。 

 

商業（ｵﾌｨｽ） 

広告と販売

促進 

教科書 P６～１１ 

広告と販売促進問題集 P２～４（2 価値の創造まで）

※ｵﾌｨｽコースのみ 

最初の授業で確認しま

す 

通信技術 

（電気） 

教科書 P4～P8 までを熟読し、通信についての概要

を理解しておく。 

 

工業 

（建築施工） 

教科書 P4～P16 の範囲 

添付 PDF の指示に従って自主学習（授業 6 回分） 

2 年 2 組建築技術コー

ス全員対象 

定期考査後のノート提

出時にチェックします 



商業 

プログラミン

グ 

教科書ｐ258～268 を読み，教科書ｐ268 練習 5-2 

１．と ２．の答えを用紙に記入しなさい。 

 ⇒ほとんどが 1 年次の復習です。頑張りましょう。

※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。 

家庭総合 教科書 p1～15 を読み、教科書 p14「自分探しをして

みよう」を白紙かルーズリーフに記入してください。 

※2-4、2-5。 

 最初の授業で提出。 

工業 

建築計画 

教科書ｐ４とｐ１０を写本。図と表も書いてください。 ルーズリーフや白紙を

用意して書いてくださ

い。最初の授業で確認

します。 

 



令和２年度 ４月休校期間中の自宅学習課題 
機械システム科２年生 

下記の科目に関する用語を、インターネット等を活用して調べノート等に記入し、登校日
に提出してください。 

 
１．「機械工作」関係する用語 

  （１）切削加工(せっさくかこう)     （２）すくい面     
（３）逃げ面              （４）スローアウェイバイト 
（５）横フライス盤           （６）縦フライス盤 
（７）リーマ              （８）タップ  
（９）炭素工具鋼            （10）合金工具鋼 
（11）超硬合金             （12）セラミックス 

  （13）構成刃先             （14）鋳鉄(ちゅうてつ) 
（15）ホブ盤              （16）研削加工(けんさくかこう) 
（17）ホーニング加工          （18）ハイトゲージ 
（19）マイクロメーター         （20）ノギス 

 
 

２．「機械設計」に関係する用語 
 （１）V プーリ             （２）V ベルト 
 （３）シーケンス制御          （４）フィードバック制御 
 （５）ISO(アイエスオー)         （６）JIS(ジス) 
 （７）CAD(キャド)           （８）ベクトル 
 （９）重力               （10）力のモーメント 
 （11）重心               （12）速度 
 （13）加速度              （14）周速度 
 （15）角速度              （16）回転速度 
 （17）向心力              （18）ニュートンの第一法則 
 （19）ニュートンの第二法則       （20）ニュートンの第三法則 

 
 



建築施工（建築コース２年） 

教科書を中心に以下の指示に従って、自主学習を進めていてください。 
 
4/8（水）の課題 
教科書 P4～6  
「建築施工」を学ぶにあたって  を本読み 
 
教科書 P8～9 を本読みし、以下をノートに書き写しなさい。※ノートは必ず新しいページから 
 
第 1 章 建築施工のあらまし 
1 節 建築施工にたずさわる人々 
１ 建築生産者：建築主、設計者、工事監理者、施工者などがある。 
 
  P8 図１を写本  
 
２ 技術者および技能者    
 技術者→施工技術を指導し、工事を管理する（主任技術者や監理技術者など） 
 技能者→施工計画と施工管理に従い、実際に工事を行う 

（建築大工技能士や型枠施工技能士など） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



建築施工（建築コース２年） 

教科書を中心に以下の指示に従って、自主学習を進めていてください。 
 
4/9（木）の課題 
教科書 P10～11 を本読みし、以下をノートに書き写しなさい。 
※ノートは必ず新しいページから  
 
2 節 建築工事の流れ 
 工事の作業がスムーズ流れるように計画・調整することを『施工管理」という 
  工事の準備⇒地面から下の工事⇒躯体の工事⇒仕上げの工事⇒設備の工事と進む 
 
１ 工事の準備（Ｐ１１～） 
 １）敷地および地盤調査 
  敷地に関する詳しい調査・確認・記録をする。 
         →地中障害物、地中埋設管、道路等周辺の状況、地質・地盤調査（試験） 
  ＊この調査結果は、次の仮設工事の計画や地面から下の工事の工法選択の参考となる。 
 
 ２）仮設工事 
  主な内容は・・・ 
   ①現場事務所の開設 
   ②作業員詰所の設置 
   ③仮囲いの設置（工事車両ゲート、関係者出入口なども） 
   ④仮設電源設備の引き込み 
   ⑤給排水衛生設備の敷設 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



建築施工（建築コース２年） 

教科書を中心に以下の指示に従って、自主学習を進めていてください。 
 
4/10（金）の課題 
教科書 P12 を本読みし、以下をノートに書き写しなさい。※ノートは必ず新しいページから  
 
２ 地面から下の工事（Ｐ１２～） 
 １）土工事 
  主な内容は・・・建物の基礎や地下部分をつくるために掘削を行う 
  KW 山留め：掘削時の地盤崩落を防止するための工事 
  KW 常水面：常に水分を含んでいる地盤の高さ（地下水の平均水面） 
 
 ２）地業工事・杭工事 
  地業工事とは、転圧などで地盤に建築物を安定して支持できるだけの地耐力をつける 
  KW 捨てコンクリート：地面に直接コンクリートを敷きならす打設法 
 
  杭工事の主な内容は・・・地業工事だけで地耐力がつかない場合に地中に杭を打つ 
  KW 地盤改良工事：セメントで地表周辺を固めたりして地耐力をつける工事 
 
 ３）基礎工事・地下躯体工事 
  木構造：地業（捨コン） 
      ⇒基礎工事（鉄筋コンクリートに土台と緊結するアンカーボルト埋め込む） 
  鋼構造：地業（捨コン） 
   ⇒基礎工事（鉄筋コンクリートにベースプレートと緊結するアンカーボルトを埋め込む） 
  鉄筋コンクリート：地業（捨コン） 
   ⇒基礎と躯体工事（柱や壁）を一体でつくる 
    ＊ただし、免震構造の場合は基礎と躯体の間に免震装置（大きなゴム状のもの）を設置 
 
  注意①基礎梁に配管の穴をあける場合はあらかじめスリーブを設置しておく。 
 
  注意②地下躯体（地下室の壁や床）工事は土圧や地下水圧もしっかり計算する。 
 
 
 
 
 
 



建築施工（建築コース２年） 

教科書を中心に以下の指示に従って、自主学習を進めていてください。 
 
4/15（水）の課題 
P13～14 を本読みし、以下をノートに書き写しなさい。※ノートは必ず新しいページから 
 
３ 躯体の工事・・・ここからは３工法について学ぶ 
 １）木構造 
  ■在来工法：日本の伝統的な工法 柱を建てる 
 下ごしらえ（部材をつなぐ接合部の継手や仕口を作業場で加工） 
                    ＊違いを確認 
 組立て（建方） 
  ①軸組（土台の上に１階柱→梁→固め→２階床→２階柱） 
  ②小屋組（屋根を支える小屋梁→固め→小屋束→母屋→垂木） 
 
  ■枠組み壁工法：北米から輸入された工法 壁を建てる（２×４） 
          接合部分は複雑ではなく、金物でつなぐ 
 床枠組（土台の上に床下地材を敷き、作業スペースとして使う） 
 壁枠組（床の上で組立て、クレーンで引き揚げ建て起こす→固め）＊すべての壁で行う 
 
 ２）鉄筋コンクリート構造（RC 造） 
 ①型枠の組立て（必要なら足場も組み立てる） 
 
 ②鉄筋の配筋 

（型枠や足場で支えながら、上階の床スラブ、梁まで組む。安全に留意）         

 
 ③コンクリート打設（湿式工法だから、乾燥・硬化まで養生が必要） 
 ④脱型 
 ＊工期短縮・品質安定のため、プレキャストコンクリート（PCa）工法が開発された。 
   （注）ロングスパン建築に用いられるプレストレストコンクリート（PC）工法とは別物 
 
 ３）鋼構造（S 造） 
 ＠製作工場（設計図をもとに部材の加工） 
  切断→孔あけ→曲げ→アーク溶接→さび止め塗装→検査 
 ＠工事現場（建方順序計画をもとに接合） 
  揚重機械（クレーンなど）で建方作業 
  接合作業（高力ボルト接合 P178 もしくはアーク、ガス溶接 P180） 
 

最
上
階
ま
で 

 

①
～
④
を
繰
り
返
す 



建築施工（建築コース２年） 

教科書を中心に以下の指示に従って、自主学習を進めていてください。 
 
4/16（木）の課題 
教科書 P15 を本読みし、以下をノートに書き写しなさい。※ノートは必ず新しいページから 
 
４ 仕上げの工事：建築物に耐候性、耐久性、耐火性、美観の性能が付加される 
 １）木構造 
 屋根工事（防水のための下葺後、瓦や金属板、スレートなどで仕上げる） 
 
 壁などの下地材の取付け 
  同時に 壁中や床下、天井裏に配管配線工事を施す 
 設備機器の設置 
 
 断熱工事（壁中、屋根裏など） 
 
 造作工事（床の間、押し入れ、作り付けのタンスなど） 
 
 建具工事（障子、ふすま、ドアなど） 
 
 ２）鉄筋コンクリート構造 
 防水工事（主に屋根）   
 
 外部開口部（サッシなど） 
 
 外部仕上げ（モルタル塗、タイル張りなど打ちっぱなしの壁の場合は撥水塗料を施す） 
 
 内部仕上げ（天井→壁のクロス張り→床のフローリングやカーペットなど） 
 
 ３）鋼構造 
 耐火被覆工事（ロックウール） 
 
 床や間仕切り壁の下地材の取付け（ALC パネルがよく使われる） 
                 ＊軽量気泡コンクリート Autoclaved Light-weight Concrete 
 外装工事（カーテンウォール） 
 
 



建築施工（建築コース２年） 

教科書を中心に以下の指示に従って、自主学習を進めていてください。 
 
4/17（金）の課題 
教科書 P16 を本読みし、以下をノートに書き写しなさい。※ノートは必ず新しいページから 
 
５ 設備の工事：水・空気・ガス・熱・電気の供給と排出のための機械機器の設置 
 １）建築工事との関連 
   施工計画の段階で十分打合わせを重ね、建築の仕上げ工事の最終段階まで並行して行う。 
 
 ２）各種の設備工事 
  (a)給排水衛生設備工事 
    ①給水・給湯設備や各種衛生設備（トイレ、浴室、洗面、台所）設備の配管と 
     機器の設置 
    ②ガス供給のための配管と機器の設置 
    ③汚水（トイレの排水）・雑排水（洗面、洗濯、台所など）の排水設備の配管と 
     機器の設置 
    ④直接水道管からの給水でない場合は、受水槽の設置 
    ⑤下水道が敷設されていない場合は、浄化槽の設置 
 
    (b)空気調和設備工事 
    ①空気調和設備（エアコンなど） 
    ②換気設備（台所、トイレ、浴室など） 
    ③排煙設備（火災時などにボタン一つで作動させる開口部）などのダクトや機器の設置 
 
    (c)電気設備工事 
    ①強電設備（受変電装置、動力、電灯、コンセント、避雷針、非常用電源など） 
    ②弱電設備（電話、TV、インターネット、回線など）の配管や配線および機器の設置 
 
    (d)消火・警報設備工事 
    ①消火設備（消火栓、スプリンクラーなど） 
    ②警報設備（火災、煙、炎など） 配管・配線および機器の設置 
 
    (e)昇降機設備工事 
    ①昇降機（エレベーター、エスカレーターなど）の設置 
      ※住宅用 EV もある 
 
 



総合情報科の休校中の課題 

 

専用の Web サイトにまとめています。 

スマートフォンやパソコンで、確認して 

ください。 
 

 


