
年間授業計画 東京都立府中工業高等学校

令和４年度（１学年用） 教科  科目
教　科： 科　目： 単位数： 単位

対象学年組：第 1 学年 3 組

教科担当者：

使用教科書：

教科 の目標：

科目 の目標：
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工　　業 工業技術基礎
工　　業 工業技術基礎 3

【知識及び技能】 【思考力、判断力、表現力等】

　工業技術について工業のもつ社会的な意義や役割と人と技術との関
わりを踏まえて理解するとともに、関連する技術を身に付けるように
する。

　工業技術に関する課題を発見し、工業に携わる者として科学的根拠
に基づき工業技術の進展に対応し解決する力を養う

工　　業

工業技術基礎

【 知　識　及　び　技　能 】 工業の各分野について体系的・系統的に理解するとともに，関連する技術を身に付けるようにする。

工業に関する課題を発見し，職業人に求められる倫理観を踏まえ合理的かつ創造的に解決する力を養う。

職業人として必要な豊かな人間性を育み，よりよい社会の構築を目指して自ら学び，工業の発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。

【思考力、判断力、表現力等】

【学びに向かう力、人間性等】

【学びに向かう力、人間性等】

（実教出版　工業技術基礎）

配当
時数

(1)単元：工業技術基礎を学ぶに当たって
【知識及び技能】
　工業技術基礎における重要なことが理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　工業技術基礎のガイダンスを聞き、安全第一で取り組むこ
と、報告書を期限内に提出させるために思考・判断して実践
できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　工業技術基礎を学ぶにあたって、科目の目標に関心をも
ち、意欲的に取り組んでいる。

・指導事項
　○作業を行うための注意事項や身嗜み指導
　○報告書等の時間や期限を守るための指導
　○これから授業を受けるための心構え

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識及び技能】
　工業技術基礎における重要なことが理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　工業技術基礎のガイダンスを聞き、安全第一で取り組むこと、報告書を期限内
に提出させるために思考・判断して実践できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　工業技術基礎を学ぶにあたって、科目の目標に関心をもち、意欲的に取り組ん
でいる。

○ ○ ○ 9

　工業技術に関する広い視野を持つことを目指して自ら学び、工業の
発展に主体的かつ協働的に取り組む態度を養う。

(2)単元：報告書の作成
【知識及び技能】
　報告書の意義や重要性を理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　報告書を期限内にきれいに仕上げる方法を思考判断し、報
告書で表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　報告書の記入方法に関心をもち、意欲的に取り組んでい
る。

単元の具体的な指導目標 指導項目・内容 評価規準 知 思 態

6

(5)単元：計測実習（各種計測機器の取扱い）
【知識・技能】
　各種計測機器の正しい取扱いについて理解できる。

【思考・判断・表現】
　計測する用途に応じて使用する計測機器を判断することが
できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　計測機器の正しい取扱いに関心をもち、意欲的に取り組む
ことができる。

・指導事項
　○各種計測機器の正しい取扱い方法を指導する。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　各種計測機器の正しい取扱いについて理解できる。

【思考・判断・表現】
　計測する用途に応じて使用する計測機器を判断することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　計測機器の正しい取扱いに関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○ ○ ○

6

6

(3)単元：グラフの作成
【知識・技能】
　データシートをもとに適切にグラフを作成することができ
る。

【思考・判断・表現】
　データシートをもとに適切にグラフの形式を判断し、グラ
フ用紙に表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　グラフ作成に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

○

3

・指導事項
　○豆電球、乾電池を用いた４種類の配線方法の違い
による電球の明るさを測定する。オームの法則の確認
をする。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　直列接続、並列接続における豆電球の明るさの変化をオームの法則を用いて理
解することができる。

【思考・判断・表現】
　乾電池、豆電球各２こずつを使用して、４種類の配線方法を考察し、実態配線
で表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　基本回路実習による配線作業に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

○ ○ ○

・指導事項
　○比例のグラフの作成
　○反比例のグラフの作成

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　データシートをもとに適切にグラフを作成することができる。

【思考・判断・表現】
　データシートをもとに適切にグラフの形式を判断し、グラフ用紙に表現するこ
とができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　グラフ作成に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

○ ○

・指導事項
　○報告書の正しい作成手順

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識及び技能】
　報告書の意義や重要性を理解できる。

【思考力、判断力、表現力等】
　報告書を期限内にきれいに仕上げる方法を思考判断し、報告書で表現できる。

【学びに向かう力、人間性等】
　報告書の記入方法に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

○

【知識・技能】
　製作で必要な器具や工具の正しい取扱いについて理解することができるととも
に、ハンダ付けの技能を習得することができる。

【思考・判断・表現】
　作業用途に応じて使用する工具を判断し、正しいハンダ付け方法を思考し、表
現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ハンダ付けに関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○

(7)単元：パソコン実習
【知識・技能】
　パソコンの機能を理解し，起動から終了までの正しい手順
及び技能を習得できる。

【思考・判断・表現】
　操作手順を理解し、効率的に処理ができる様、思考しその
結果を表現できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　パソコンの扱い方に興味を持ち、各機能の役割に対し意欲
的に学習に取り組もうとしている。

・指導事項
　○各アプリケーションの違いや留意事項の指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

3

○

(6)単元：工作実習（はんだ付け作業）
【知識・技能】
　製作で必要な器具や工具の正しい取扱いについて理解する
ことができるとともに、ハンダ付けの技能を習得することが
できる。

【思考・判断・表現】
　作業用途に応じて使用する工具を判断し、正しいハンダ付
け方法を思考し、表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ハンダ付けに関心をもち、意欲的に取り組むことができ
る。

・指導事項
　○ユニバーサル基板を用いた回路製作指導を行う。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

○

確認試験
【知識・技能】
　１ローテーション目の各実習の内容を理解することができ
る。

【思考・判断・表現】
　１ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力
を思考判断し、表現できる。

【知識・技能】
　１ローテーション目の各実習の内容を理解することができる。

【思考・判断・表現】
　１ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を思考判断し、表現
できる。

○ ○ 3

１
学
期

○

(4)単元：基本回路実習
【知識・技能】
　直列接続、並列接続における豆電球の明るさの変化をオー
ムの法則を用いて理解することができる。

【思考・判断・表現】
　乾電池、豆電球各２こずつを使用して、４種類の配線方法
を考察し、実態配線で表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　基本回路実習による配線作業に関心をもち、意欲的に取り
組んでいる。

【知識・技能】
　パソコンの機能を理解し，各アプリケーションの操作手順及びその活用ができ
る。

【思考・判断・表現】
　パソコンの各種機能、各アプリの操作方法を理解し、それらを用いた課題につ
いて思考し表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　パソコンの扱い方に関心を持ち、その機能や活用方法に意欲的に学習に取り組
もうとしている。

○ ○ ○

○

3
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【知識・技能】
　工業系の実習体験を通し、知見を広げることができる。

【思考・判断・表現】
　施設実習を行うことで進路活動に役立たせるとともに、見学後の感想や考察を
報告書に表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　施設での様々な体験に関心をもち、意欲的に行動することができる。

○ ○

【知識・技能】
　オームの法則が正しいことを実験実習を通じて理解することができる。

【思考・判断・表現】
　オームの法則の理論値と実験で求めた実測値との誤差について考察することが
できる。また、その結果をグラフで表現できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　オームの法則の実験に関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○

(13)単元：パソコン実習（アプリケーション実習Ⅱ）
【知識・技能】
　表計算などのアプリケーションについての知識と各計算式
が利用できる。

【思考・判断・表現】
　データを効率よく処理し、計算結果を出すために思考判断
し、正しい手順で計算ができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　表計算などのデータ処理に関心をもち、意欲的に取り組む
ことができる。

・指導事項
　○各種アプリケーションの取り扱い指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

○ ○

(10)パソコン実習（アプリケーション実習Ⅰ）
【知識・技能】
　各種アプリケーションを取り扱う技術を習得できる。

【思考・判断・表現】
　各種アプリケーションの種類、機能によって操作方法を適
切に判断し、扱うことができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　様々なアプリケーションに関心をもち、意欲的に取り組む
ことができる。

・指導事項
　○パソコン取り扱いについて必要な指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　各種アプリケーションを取り扱う技術を習得できる。

【思考・判断・表現】
　各種アプリケーションを取り扱う上での効率的な方法を等を様々な角度から思
考し扱うことができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　コンピュータで使われる様々なアプリケーションに対して関心をもち、それに
対して意欲的に取り組むことができる。

○ ○ ○

・指導事項
　○オームの法則の確認及びグラフ作成の指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

(8)単元：計測実習（オームの法則）
【知識・技能】
　オームの法則が正しいことを実験実習を通じて理解するこ
とができる。

【思考・判断・表現】
　オームの法則の理論値と実験で求めた実測値との誤差につ
いて考察することができる。また、その結果をグラフで表現
できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　オームの法則の実験に関心をもち、意欲的に取り組むこと
ができる。

3

3

(11)単元：計測実習（抵抗器の取扱い）
【知識・技能】
　すべり抵抗器やダイヤル抵抗器、電源など基本的な取り扱
いが理解できる。

【思考・判断・表現】
　実験内容によって、どの抵抗値を使用するか思考判断し、
選択ができる

【主体的に学習に取り組む態度】
　各種測定器の取り扱いに関心をもち、意欲的に取り組むこ
とができる。

【知識・技能】
　表計算に必要なコマンドやそれを用いた計算処理ができる。

【思考・判断・表現】
　各種表計算に必要な式を思考判断し、正しい手順で記述できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　様々なデータ処理による計算方法に関心をもち、意欲的に取り組むことができ
る。

○ ○ ○

3

【知識・技能】
　ホイートストンブリッジのによる計測の方法が理解できる。

【思考・判断・表現】
　ホイートストンブリッジを使用した計測について効率よく配線作業を行うため
に思考判断し、表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ホイートストンブリッジによる計測に関心をもち、意欲的に取り組んでいる。

○ ○ ○ 3

・指導事項
　○各種抵抗器の正しい取り扱い指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
ダイアル抵抗、電源装置、配線など基本的な扱いができる。

【思考・判断・表現】
直列・並列などの結線方法を通し、配線方法などを思考、判断できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
計測器を使った基本的な測定及び配線作業に興味を持ち、意欲的に取り組めるこ
とができる。

○ ○ ○ 3

○ ○ 3

(14)単元：計測実習（ホイートストンブリッジ）
【知識・技能】
　ホイートストンブリッジのによる計測の方法が理解でき
る。

【思考・判断・表現】
　ホイートストンブリッジを使用した計測について効率よく
配線作業を行うために思考判断し、表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ホイートストンブリッジによる計測に関心をもち、意欲的
に取り組んでいる。

・指導事項
　○ホイートストンブリッジを用いた正しい計測手順
の指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

3

確認試験
【知識・技能】
　２ローテーション目の各実習の内容を理解することができ
る。

【思考・判断・表現】
　２ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力
を思考判断し、表現できる。

【知識・技能】
　２ローテーション目の各実習の内容を理解することができる。

【思考・判断・表現】
　２ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を思考判断し、表現
できる。

○ ○ 3

3

(9)単元：工作実習（ワンボードマイコンを用いた工作Ⅰ）
【知識・技能】
　ワンボードマイコンを用いて、外部基板に正しく配線する
ことができる。

【思考・判断・表現】
　配線の順番や効率的な接続について思考し、適切に表現す
ることができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ワンボードマイコンに関心をもち、意欲的に取り組むこと
ができる。

・指導事項
　○ワンボードマイコンを用いた工作指導を行う。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
 ワンボードマイコンの基本的な知識を習得し、配線をすることができる。

【思考・判断・表現】
　マイコンと外部部品との接続方法を理解し、その使い方用途を考察できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
マイコンに関心をもち、意欲的に学習に取り組み、様々な用途へ取り組むことが
できる。

○ ○ 3○

２
学
期

(15)単元：工作実習（ワンボードマイコンを用いた工作Ⅲ)
【知識・技能】
　ワンボードマイコンと各種センサーを用いて回路工作がで
きる。

【思考・判断・表現】
　回路工作に関して、各部品の仕様を等を思考判断し、効率
よく組み立てることができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　各種センサの回路工作に関心をもち、意欲的に取り組むこ
とができる。

○

【知識・技能】
　回路の製作手順に従い、組み立てを行い、動作確認の技術を身に付けることが
できる。

【思考・判断・表現】
　回路の組み立てに関して、思考判断し、効率よく組み立てることができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　回路の組み立てに関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○ ○ ○

○ ○

【知識・技能】
　３ローテーション目の各実習の内容を理解することができる。

【思考・判断・表現】
　３ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を思考判断し、表現
できる。

(12)単元：工作実習（ワンボードマイコンを用いた工作Ⅱ）
【知識・技能】
　ワンボードマイコンの接続および接続した部品を動作させ
ることができる。

【思考・判断・表現】
　マイコン側の入出力に配線・接続した電子部品を、思考、
判断し正確に動作させることができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ワンボードマイコンにつないだ電子部品に関心をもち、そ
の動作に向けて意欲的に取り組むことができる。

・指導事項
　○回路計の製作キッドを用いた製作指導を行う。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　ワンボードマイコンの各種電子部品への接続方法を理解し、動作させることが
できる。

【思考・判断・表現】
　各種電子部品の特性や用途などを思考、判断し、適切に使うことができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ワンボードマイコンと様々な電子部品への接続、その動作に関心をもち、意欲
的に取り組むことができる。

○

・指導事項
　○回路計の製作キッドを用いた製作指導を行う。

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

外部施設実習
【知識・技能】
　外部の実習施設で様々な体験を行い、知見を広げることが
できる。

【思考・判断・表現】
　体験を通し、進路活動に役立たせるとともに、見学後の感
想や考察を報告書に表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　外部実習での様々な体験に関心をもち、意欲的に行動する
ことができる。

○

3

確認試験
【知識・技能】
　４ローテーション目の各実習の内容を理解することができ
る。

【思考・判断・表現】
　４ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力
を思考判断し、表現できる。

【知識・技能】
　４ローテーション目の各実習の内容を理解することができる。

【思考・判断・表現】
　４ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を思考判断し、表現
できる。

○ ○

確認試験
【知識・技能】
　３ローテーション目の各実習の内容を理解することができ
る。

【思考・判断・表現】
　３ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力
を思考判断し、表現できる。

3

6

(16)単元：パソコン実習（アプリケーション実習Ⅲ）
【知識・技能】
　文書作成ソフトを使う知識、図の挿入、表の作成などを行
うことができる。

【思考・判断・表現】
　文書作成に関し、文書の配置、読みやすさやわかりやすさ
をを思考判断し、表現できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　文書作成アプリケーションに関心をもち、意欲的に取り組
むことができる。

・指導事項
　○コンセント回路の組み立て手順および接続方法の
指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　文書作成アプリの使い方に関し、各種機能の使い作成することができる。

【思考・判断・表現】
　アプリケーションの使い方を通じて、文書のわかりやすさ、デザインな思考判
断し、表現できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　文書作成アプリケーションに関して関心をもち、意欲的に取り組むことができ
る。

○ ○
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(18)単元：工作実習（ワンボードマイコン実習Ⅳ）
【知識・技能】
　製作したワンボードマイコンを使った電子機器を正しく動
作させるためのプログラム修正について理解できる。

【思考・判断・表現】
　製作した電子回路のプログラムによる修正について、プロ
グラムの作り方を思考判断し、動作に結び付けることができ
る。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ワンボードマイコンで製作した電子機器のプログラミング
に関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

・指導事項
　○プログラミング技法の手順の指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

105

合計

○ ○ 6

6

(17)単元：計測実習（オシロスコープによる波形観測）
【知識・技能】
　オシロスコープを用いた波形観測する技能を習得できる。

【思考・判断・表現】
　波形観測をする際に測定する波形に応じて思考判断し、適
切な周期、電圧で波形を表示できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　オシロスコープを用いた波形観測の方法に関心をもち、意
欲的に取り組むことができる。

・指導事項
　○オシロスコープを用いた波形観測をするための配
線方法および測定手順の指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　オシロスコープを用いた波形観測する技能を習得できる。

【思考・判断・表現】
　波形観測をする際に測定する波形に応じて思考判断し、適切な周期、電圧で波
形を表示できる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　オシロスコープを用いた波形観測の方法に関心をもち、意欲的に取り組むこと
ができる。

○ ○

【知識・技能】
　ワンボードマイコンを使った製作品を正しく動作させるためのプログラム修正
ができる。

【思考・判断・表現】
　ワンボードマイコンを使った製作品のプログラム修正を思考判断し、調整でき
る。

【主体的に学習に取り組む態度】
　ワンボードマイコンの多様性に関心をもち、意欲的に取り組むことができる。

○ ○ ○

３
学
期

確認試験
【知識・技能】
　５ローテーション目の各実習の内容を理解することができ
る。

【思考・判断・表現】
　５ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力
を思考判断し、表現できる。

【知識・技能】
　５ローテーション目の各実習の内容を理解することができる。

【思考・判断・表現】
　５ローテーション目の実習を通じて今後に生かしたい能力を思考判断し、表現
できる。

○ ○

○

(19)単元：パソコン実習（アプリケーション実習Ⅳ）
【知識・技能】
　アプリケーションを用いたプレゼンテーションを行うこと
ができる。

【思考・判断・表現】
　プレゼンテーションにおいて表現方法を思考、判断し自分
の考えを表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　アプリを用いたプレゼンテーションに関心をもち、意欲的
に取り組むことができる。

6

6

・指導事項
　○プレゼンテーション手順および接続方法の指導

・教材
　関数電卓、実習指導書、各実習で必要なもの

【知識・技能】
　アプリを用いたプレゼンテーションを行うことができる。

【思考・判断・表現】
　パソコンを用いて自分の考えを思考、判断し正しく表現することができる。

【主体的に学習に取り組む態度】
　プレゼンテーションソフトによる表現方法に関心をもち、意欲的に取り組むこ
とができる。

○



情技-05　学校必履修　【実習　２年（情報技術科）】年間授業計画＆週ごとの指導計画書式.xls

教科科目

教科担当

使用教科書：

副教材等：

期 月 指導内容 具体的な指導目標 評価の観点・方法
予定
時数

4

実習ガイダンス 生徒一人ひとりが真剣に作業に取り組む態度や規律正しい行動が安全確
保の観点から必要であり、その自覚をもたせる指導をする。

5

プログラム実習
計測実習
製作実習

6

プログラム実習
計測実習
製作実習

１　プログラミング実習
　　各種コンパイラーのシステム環境の習得
　　データベースソフトの基本的な使い方について理解させる。
　　ビジュアルベーシック、ビジュアルＣといった言語ソフトの
　　基本的な使い方について理解させる。

7

プログラム実習
計測実習
製作実習

２　計測実習
　　各種論理回路の基礎を実験を通して理解させる。また様々な論理回
路
　　を組み合わせ、実際に組み合わせ論理の原理を習得させる。
　　Ｒ，Ｌ，Ｃを組み合わせた交流回路の測定方法について理解させ
る。

9

プログラム実習
計測実習
製作実習

３　製作実習
　　電子工作における安全の確認と・事故防止の徹底
　　マイコンの使用方法および、プログラムの書き込み方の手順及び
　　デバック方法
　　基板の作成と半田付けの方法の指導
　　基板パターン作成プログラムの使い方の指導
　　各種表示装置、可動部品の制御方法の指導

10

プログラム実習
計測実習
製作実習 ＊　すべての実習において報告書作成指導を行う。

11

プログラム実習
計測実習
製作実習

12

プログラム実習
計測実習
製作実習

1

プログラム実習
計測実習
製作実習

2

プログラム実習
計測実習
製作実習

3

プログラム実習
計測実習
製作実習

81

一
学
期

二
学
期

三
学
期

令和4年度年間授業計画

27

36

18

東京都立府中工業高等学校

各実習のテーマご
とに出席点、実習
の取組・態度点、
作品点、レポート
点を総合的に１０
点満点で点数化を
行い、全部のテー
マの点数を集計
し、総合的に評定
をだす。欠席者
は、補講の実習を

行う。

教科：工業　　　科目：実習　　　単位数：【３単位】

工業技術基礎（実教出版）



情技-10　学校必履修　【実習　３年（情報技術科）】年間授業計画＆週ごとの指導計画書式.xls

教科科目

教科担当

使用教科書：

副教材等：

期 月 指導内容 具体的な指導目標 評価の観点・方法
予定
時数

4

実習ガイダンス
プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

生徒一人ひとりが真剣に作業に取り組む態度や規律正しい行動が安全確保の観
点から必要であり、その自覚をもたせる指導をする。

5

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

6

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

１　プログラミング実習
　　各種コンパイラーのシステム環境の習得
　　データベースソフトの基本的な使い方について理解させる。
　　ビジュアルＣ＃といった言語ソフトの基本的な使い方について
　　理解させる。

7

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

２　計測実習
　　論理回路実習１，２　ＯＰアンプの基本動作及び特性試験。
　　ＯＰアンプ回路について基本的な使い方を学習する。
　　波形整形回路について学ぶ。

9

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

３　シーケンス制御実習
　　シーケンス制御の原理・実際。
　　シーケンサーを利用したシーケンス制御の方法。
　　シーケンサーの基本的なプログラミング

10

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

４　ＰＩＣ制御実習
　　ブレッドボード上での回路製作。ＬＥＤ制御、モーター制御、センサを
　　活用したハードウェアの理論及びパターン化の学習。
　　自身が作成したハードウェアについて、プログラミングし、動作を確認
　　する。ハード、ソフト両面の指導を行う。

11

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

５　アセンブラ実習
　　ポケコンを利用してアセンブラ実習
　　ポケコンを利用した入力と出力制御の実習

12

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

＊　すべての実習において報告書作成指導を行う。

1

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

2

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

3

プログラム実習
計測実習
ＰＩＣ実習
シーケンス制御実習

140

一
学
期

二
学
期

三
学
期

令和４年度年間授業計画

48

76

16

東京都立府中工業高等学校

各実習のテーマご
とに出席点、実習
の取組・態度点、
作品点、レポート
点を総合的に１０
点満点で点数化を
行い、全部のテー
マの点数を集計
し、総合的に評定
をだす。欠席者
は、補講の実習を

行う。

教科：工業　　　科目：実習　　　単位数：【４単位】

工業技術基礎（実教出版）


