
総合科学科  新３年生（５０期生）                   令和２年４月１４日 

 

臨時休業中の課題など および 同封物一覧 
 

臨時休業中の課題など                   ※網掛けの部分はすでに連絡している内容です。 

科 目 内  容 提出日など そのほか 

現代文 

（全員） 

（連絡済み）「大学入試国語頻出問題 1200」第 2章 熟語に関する問題 （ 

４８～ ９２）を学習しておくこと。 

なし 学校再開後最初の

授業でテスト実施

日を指示 

数学 

（全員） 

（連絡済み）数学ⅠⅡ超基礎プリント（表裏 2枚） 

（連絡済み）スタディサプリにログインし、動画が見られることを確認して

おくこと 

数学演習の最

初の授業 

 

理数物理 

（選択者） 

（連絡済み）春休みの課題プリント（表裏印刷２枚） 学校再開初日  

理数化学 

（全員） 

（連絡済み）ニューグローバル p6～41 （化学基礎の内容）←３年無機化学

で必要な知識です。しっかり復習しておくこと。 

なし  

英語理解 

（全員） 

① （連絡済み）ターゲット Unit 59-75→送付した確認テストプリント

を丸つけしてリーディングプリントと共に提出 

② (新規）リーディングプリント「Jet Reading Lesson1/2/3」→丸付け

してターゲット確認テストと共に提出 

③ （新規）ターゲットUnit 76-95→再開後１回目の授業で確認テスト(選

択・記述 計 90 問) 

学校再開初日

に①②を提出 

 

英語表現 

（全員） 

□ (連絡済み) 英文法・語法 Vintage P466～532（Field 4: 会話表現

/Field5: ボキャブラリー) 

□ (新規) 英文法 ・語法 Vintage P20-153 (文法第 1章時制～第9章接続詞) 

□ (新規) 泉北おんチャレ 各単元期日 （毎週水 ・土曜の夕方 5時迄）まで

にオンラインにて完了させること。※Game Pin などの詳細は別紙 「英

語科からの挑戦状」を参照。 

学校再開初日に

ノートを提出 

オンラインテストの

初回期日は 4 月 22

日(水)午後 5時まで 

学校再開後最初の英

語表現の授業で確認

テスト実施 

実践英語演習 

（選択） 

□ (新規) Vintage イディオム P360-379 問題を解くだけではなく熟語

を覚えておくこと 

□ (新規) 泉北おんチャレ 各単元期日 （毎週水 ・土曜の夕方 5時迄）まで

にオンライン(Kahoot.it)にて完了させること。※Game Pin などの詳

細は別紙「英語科からの挑戦状」を参照。 

提出なし オンラインテスト

の初回期日は 4 月

22 日 （水）午後 5

時まで 

政治経済 

（選択者） 

教科書 p.4～５２を読んでおくこと 

□ （１年生の 「現代社会」で学んだ範囲です。各自復習しておくように） 

提出なし 定期テストの範囲

に含める 

理数生物 

（選択者） 

１週目 教科書の ２６２から ２８９までを読む。その 

時に太い文字をレポート用紙に書きだす。 

２週目 問題集 ２８８から２９３までを読む。 

 ２９４の問題をレポート用紙に解く。 

３週目 問題集の２６４、２６５、２６９，２７０， 

２７３の問題をレポート用紙に行う  

３週間の課題

をまとめて５

月７日以降の

初回の授業時

に提出 

課題の内容は全て

定期テストの範囲 

日本史Ｂ 

（選択者） 

□（新規）４ステージ演習ノート 

p.4～8、p.12～21 を読み、問題を解く 

初回の授業 別紙 （１枚）にて詳

細を説明 

数学演習 

（全員） 

□（新規）数学演習課題プリント（B4表裏 1枚） 

※ スタディサプリを見ながら取り組むこと。 

数学演習の 

最初の授業 

提出物の詳細は 

プリントに記載 

理数数学Ⅱ 

（選択者） 

□（新規）理数数学Ⅱ課題プリント（B4表裏 1枚） 

※ スタディサプリを見ながら取り組むこと。 

□（新規）数学Ⅲ教科書（P36～78）を読んで内容を理解し、 

     P36～78「例題 1～12」・ 「応用例題 1～3」を解く。 

理数数学Ⅱの 

最初の授業 

提出物の詳細は 

プリントに記載 



現代文 

（全員） 

□ （新規） 「大学入試国語頻出問題 1200」第３章 慣用表現に関する問題 （ 

９４～ １３０）を学習しておくこと。 

なし 学校再開後最初の

授業でテスト実施

日を指示 

古典 B 

（選択者） 

□ （新規） 「大学入試国語頻出問題 1200」第７ ・８ ・９章  （ ２００～ 

３２０）を学習しておくこと。 

□ （新規）「新明説漢文ノート」第１ ・２章 （p４～p４４）を学習しておく

こと。※国公立もしくは漢文が必要な私立を受験する生徒のみ。 

なし 学校再開後、随時

小テスト等を実

施。 

古典Ａ 

（選択者） 

□ （新規） 「解法古文単語３５０」 ２８～ ６９ （単語番号００１～０６

１）を覚えておくこと。 

なし 学校再開後最初の

授業でテスト実施

日を指示 

理数物理 

（選択者） 

課題プリント 6日分＋α 理数物理の 

最初の授業 

 

理数化学 

授業プリントNO.1～6 なし 学校再開後最初の

授業で確認テスト

を実施。 

保健体育科 

（全員） 

・本来、泉北高校の朝の SHRに間に合う時間に起きて朝食をとる。 

・机に向かって、勉強する姿勢をとることで、体幹の筋肉を維持する。 

（肘を突いたり、寝転んでいると、エネルギーは消費されず、脂肪として蓄積される。） 

・１時間に１回は立ち上がり、動くことで全身への血流を促す。（血流障害は万病の元） 

・食事はきちっと取り、７時間程度の睡眠がとれるよう就寝する。 

（睡眠が長くても短くても、体内時計を狂わせ、疾患のリスクが高くなる） 

基本的な生活習慣を維持することで、新型コロナへの対策と、 

新学期の準備につなげよう。頑張れ泉北生！ 

 

 

同封物一覧         ※不足しているものがないか、確認してください。 

１． 校長より（1枚） 

２． 生徒証 

３． 学年通信（１枚） 

４． 納入通知書 

５． 府立高等学校納付金の納入について（1枚） 

６． 臨時休業中の課題など および 同封物一覧（この用紙） 

７． 家計急変への支援（授業料免除）制度について（1枚） 

８． 数学演習課題プリント（B4表裏 1枚）            全員 

９． 英語科からの挑戦状（Ａ４ １枚）          全員 

１０． 英語理解 単語確認テストUnit59-75（Ａ４表裏２枚解答1枚） 全員 

１１． 『英文法・語法 Vintage』 音声 CD                全員 

１２． Jet Reading Lesson1-3（Ａ４表裏３枚解答３枚）     全員 

１３． 理数化学 授業プリント（B4 6 枚）             全員 

１４． 課題についての詳細と注意点（Ａ４ １枚）  日本史Ｂ選択者のみ 

１５． 理数数学Ⅱ課題プリント（B4表裏 1枚）   理数数学Ⅱ選択者のみ 

１６． 理数物理課題プリント（B4表裏 10枚）   理数物理選択者のみ 

 

相談係・ 保健室より  泉北生のみなさん、憂鬱な気持ちが続いたり、しんどいなぁと思ったとき、誰か身近な人に

話を聞いてもらえるといいですね。でも、誰にも相談できない場合は学校HPの 「相談室より」記載の相談機関を利

用してください。 


