
2020 年 休校期間中の課題（３年生） 

教科 内容 備考 

英会話 教科書(SELECT)のＰ１０２～Ｐ１０４の「教

室で使う表現」と「よく使う会話表現」の英

文、日本語訳をそれぞれ２回ずつノートに

写本して下さい。 

ノートは各自で、用意して下さい。授

業の初日に確認するので、ノートを

持参して下さい。 

 

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！ 

現代社会 『新現代社会ノート』ｐ16～19 を取り組んで

ください。最初の授業で確認します。 

 

新学期開始までに板書用ノートを各

自で用意してください。 

商業（総合実

践） 

北部12 市町村名とその地域の特産物をイ

ンターネット等を利用して調べる。 

各自で、一枚の用紙に一覧表にし

てまとめ、授業のはじめに提出して

下さい。 

商業（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。 

※3-5 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。 

国語表現 １．意見文を完成させること。 

２．国語総合セミナー p2～p5 

課題は全て字を丁寧に書くこと。 

３選 A 表現探

究 

『国語常識・作文ステップアップ』p4～p7 授業再開時にテスト 

３選 B 教養国

語 

『ライトパーフェクト演習』p4～p7 授業再開時にテスト 

３選 B  

経済活動と法 

教科書Ｐ－２０２～２０５をノートに写本し、

Ｐ－２０５の考えてみよう？①～③につい

て自分なりの意見をまとめなさい。 

※３－４５選択者（４名対象） 

最初の授業で提出してください。（写

本は本文のみ） 

商業 

（マーケティン

グ） 

教科書Ｐ－８～１１をノートに写本してくだ

さい。 

※３－４オフィスコースのみ 

最初の授業で提出してください。（写

本は本文のみ） 



商業 

（ビジネス実務） 

400 字程度の感想文を書きなさい。 

テーマ教科書 p10～p13 の「2.仕事に対す

る心がまえ」を読んで、感想と自分が社会

人になった時に心がけたいことを書きなさ

い。 

※3 年 4 組オフィスコース、ビジネス

情報コース、3 年 5 組ファイナンスコ

ース対象。 

ノートや白紙、原稿用紙等を各自で

準備して書いてください。最初の授

業で提出すること。 

商業（Ｂ、Ｔ） 

（電子商取引） 

教科書Ｐ．２～Ｐ．２５までを読み、Ｐ．１７と

Ｐ．２６の練習問題と答えを用紙に記入し

て提出。 

ビジネス情報コース、観光コース対

象。最初の授業で提出すること。 

商業 

原価計算（O） 

教科書表紙裏（口絵①②）「自動車の製造

と原価計算の例」を絵・図も入れて写本。

白紙かルーズリーフに記入して提出。 

 

商業 

(ﾋﾞｼﾞﾈｽ経済応

用) 

教科書 P６～P１１を読んで 

問題集 P2～P3 上段までを解く 

３年地域産業科対象 

(ﾌｧｲﾅﾝｽｺｰｽ・観光ｺｰｽ) 

 最初の授業で提出すること 

３年選択 A 

(商品開発) 

教科書 P１０～P13 を読んで 

問題集 P2 を解く 

商業科・地域産業科の選択者対

象。 最初の授業で提出 

商業（F） 

（財務会計Ⅰ） 

教科書P１～１３，P１５～２０をよく読んで、

P２１基本問題を解く。 

３年５組ファイナンスコース、財務会

計選択者対象。各自でノートや白紙

等を用意して書いてください。最初

の授業で提出すること。 

工業 

（建築法規） 

教科書 P4～P17 の範囲 

添付 PDF の指示に従って自主学習 

（授業 3 回分） 

3 年 2 組建築技術コース全員 

定期考査後のノート提出時にチェッ

クします。 

商業 

ビジネス情報管

理 

教科書ｐ5～24 を読み，教科書ｐ24 章末問

題１の（1）～（25）の用語の説明文を用紙

に記入しなさい。 

例：（１）ライン部門：業務内容による分業

で一連の流れでつながった部門の事。 

※3-4 ビジネス情報コースのみ。最

初の授業で提出して下さい。 

選択 A 

（建築施工） 

教科書ｐ112～114 までの「１型枠工事」を

写本。文章のみ。図や絵は書かなくて良い

です。 

ルーズリーフや白紙を用意してくだ

い。最初の授業で確認します。 

選択 B 

（建築計画） 

教科書ｐ76～77 までの「１住宅の役割」と

「２住宅の種類」を写本。文章のみ。図・

絵・表は書かなくて良いです。 

ルーズリーフや白紙を用意してくだ

い。最初の授業で確認します。 

家庭基礎 教科書p1～10 を読み、p10 の「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。 

※3-1、3-2、3-3 

 最初の授業で提出します。 



家庭総合 教科書 p92～93 を読んで、休業期間中の

1 日について、食事内容を記録し、自分の

食生活について感じたことや改善点をまと

めてください。朝昼夕の 3 食だけでなく、間

食や飲み物も記録してください。 

※3-4、3-5 

 白紙かリ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。 

 



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３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．「機械設計」関係する用語 

  （１）CAD （２）CAM  （３）剛性  （４）応力 
  （５）荷重 （６）弾性変形 （７）塑性変形 （８）疲労破壊 
  （９）ﾊﾞｯｸﾗｯｼ （10）回生ﾌﾞﾚｰｷ （11）板ばね  （12）ﾄｰｼｮﾝﾊﾞｰ 
  （13）曲げ応力 （14）引張り応力 （15）圧縮応力 （16）せん断応力 
  （17）ﾌｪｰﾙｾｰﾌ設計（18）ﾌｰﾙﾌﾟﾙｰﾌ設計 （19）PL 法  （20）ﾘｺｰﾙ 
 
 

２．「原動機」に関係する用語 
 （１）人力 （２）畜力 （３）風車   （４）熱機関 
 （５）蒸気ﾀｰﾋﾞﾝ （６）内燃機関（７）LPG   （８）酸性雨 
 （９）一次ｴﾈﾙｷﾞｰ （10）比出力 （11）ばい煙   （12）鉛中毒 
 （13）光科学ｽﾓｯｸﾞ（14）ﾏｷﾅｰ法 （15）石油危機  （16）10･15 ﾓｰﾄﾞ値 
 （17）10 ﾓｰﾄﾞ値 （18）原動機 （19）ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝシステム （20）ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞｻｲｸﾙ 

 
 

３．「生産システム」に関係する用語 
 （１）電圧 （２）電流  （３）抵抗  （４）導体 
 （５）不導体 （６）半導体  （７）ヒューズ （８）一次電池 
 （９）二次電池 （10）コンデンサ （11）直流電流 （12）交流電流 
 （13）三相交流 （14）周波数  （15）QC  （16）PDCA ｻｲｸﾙ 
 （17）OODA ﾙｰﾌﾟ（18）ﾊﾞｽﾀﾌﾞ曲線 （19）改善活動 （20）ｱﾝﾁﾛｯｸﾌﾞﾚｰｷ 

 



建築法規（建築コース３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 P4～8 
「建築法規」を学ぶにあたって  を本読み 
 
教科書 P10～12 
第１章  
１節 建築法規の起源 
１ 外国の例 
２ 日本の例  を本読み 
 
 
 
教科書 P13～14 の 16 行目までを本読みし、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 建築法規の意義 
１ 建築の自由と守るべきルール 
 『個人の自由』は尊重されるべきだが・・・『命・権利・財産』を守るのが最重要 
   自由勝手に建物を建築・使用→他の人に『迷惑』や『不便』をかけることになる。 
   技術や知識が足りない人が建築する→地震で倒壊したり火事など 
                 他の人を『命の危険』にさらしてしまう。 
 
 ＊だから、基準や手続きルールなどを決めて、みんなで守って、みんなで幸せになろう！ 
 
２ 建築物の特徴 
１）安全の確保 
 街には『危険』に対する価値観の違いから、さまざまな水準の性能（燃えにくい、壊れ

にくいなど）をもった建築物が混在する。個人として危険な建築物でも満足できても、隣

人や多数の利用者を守るために、一定水準以上の安全な建築物を建てることが求められる。 
 
 
 



建築法規（建築コース３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。 
 
4/14（火）の課題 
教科書 P14 の 17 行目～P16 の 12 行目までを本読みし、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）確かめにくい性能 
 性能が低いことで建物が『危険な状態』にある事は、利用者の目に見えないことが多い。 
 隠れた欠陥が放置されると、利用者の生命や身体、健康を損なう危険がある。 
 
 ＊だから、建築資材などの強度や性能を保証するためのルールがある。（JIS 規格など） 
 
３）他への影響 
  (a)好ましい影響 
  個々の建築物が人々を呼び寄せる力が互いに影響⇒『都市のにぎわい』 
  生活する人にとってプラスのイメージを与えるもの 
 
  (b)好ましくない影響 
  深夜の騒音・・カラオケボックス、居酒屋 
  自動車の出入りが多い・・ショッピングモール 
  日影・・大きなビジネスビル 
  悪臭・・ゴミ処理場 
  自然環境の悪化・・山を崩して住宅地に 
  火災が発生しやすい建物・・工場、ガソリンスタンド 
 
  ＊マイナスのイメージを与えるものでも、人間生活には必要だったりするので 
   都市計画法（P110）などで、建てていい建築物のルールを決めている。 
 
 
 
 
 
 
 



建築法規（建築コース３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 P16 の 13 行目～P17 の 2 行目までを本読みし、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）都市施設への負担 
  都市施設とは・・上下水道、電気、ガス、交通関連（道路や鉄道）、 
          ごみ処理のための施設 
 
 建築物をつくり、そこを人が利用する（生活する）ということは、都市施設を使うこと

であり、その処理能力を超えると都市施設に負担をかけてしまい日常生活に支障をきたす。 
 
 【例】観光ホテルを建てる   
  良い点⇒観光客が泊まってもうかる 
      周りの飲食店やお土産屋さんがもうかる 
 
  悪い点⇒レンタカーで道が混む 
      住民以外のゴミがたくさん出る（ゴミ処理場の維持費は住民の税金） 
      観光客が水を無駄遣いする（水不足で断水になる） 
 
沖縄の人口：144 万人 （2018 年データ） 
  年間観光客数：939 万人（平均滞在 3.83 日） 
 
沖縄の人の年間負担＝144 万人×365 日＝52,560 
観光客の年間負担＝939 万人×3.83 日＝3,596．37 
 
沖縄の都市設備の年間負担＝52,560＋3,596．37＝56,156．37 
観光客の負担率＝3,596．37÷56,156．37×100＝6.4％ 
 
※都市施設を計画するときは、観光客が及ぼす負担なども考慮しなければならない。 



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。 
 

 


