
令和２年４月９日 

大阪府立泉北高等学校 

 

臨時休業中の課題などについて 

 

臨時休業中の課題や諸連絡について、１４日にレターパックにて発送予定です。それまでの間は、春休

みの課題を仕上げてください。提出日は、学校再開初日です。 

それ以外の連絡や、１４日に郵送が届くまでの間の追加の課題などを以下に掲載しますので、よく読ん

でおいてください。 

 

保健体育科から、全生徒への課題 

・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！ 

 

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。 

 

口頭開示を希望する新１年生のみなさんへ 

  ４月１４日までに実施する予定でしたが登校日はなくなりましたので、５月以降登校再開が決まっ

た段階で予定をお知らせします。それまでは実施できませんので、登校しないでください。  

スタディサプリについて 

 下記の状況の人は、進路指導部まで直接電話をしてください。 

（１） スタディサプリの団体会員コードを紛失した人 

（２） スマートフォンまたはネットにつながったパソコンがないため、利用できない人 

 混乱を避けるため学年によって連絡日を設定します。 

新３年生 ４月１０日（金）９～１５時  ４月１１日（土）９～１２時 

新１年生 ４月１３日（月）９～１５時  ４月１４日（火）９～１５時 

※会議などで不在の場合があります。つながらない場合は、再度この電話番号にかけなおしてくださ

い。なお、この件に関しては、０７２－２９７－１０５６（進路指導部直通）の電話番号以外には問い

合わせしないで下さい。 



◆新１年 国際文化科／総合科学科 郵送物が届くまでの追加の課題など 

科 目 課  題 提出日など そのほか 

地理 A 

（国際文化科

のみ） 

１週目①教科書 p.1～５を読む 

   ②新地理 A ノート p.4～１３を記入 

   ③地図帳 p.135～138 の国旗の国名と位置、首都名を覚える。 

２週目①教科書 p.６～１０を読む 

   ②新地理 A ノート p.１４～２３を記入 

   ③地図帳 p.139～142 の国旗の国名と位置、首都名を覚える。 

３週目①教科書 p.11～15 を読む 

   ②新地理 A ノート p.24～35 を記入 

   ③地図帳 p.160 の日本の都道府県名と県庁所在地を覚える。 

新地理 A ノートは 

学校再開初日 

課題の内容は全て

定期テストの範囲

に含める。 

国語 

作文「高校生活で実現させたいこと」。 

後日、原稿用紙を郵送するので、書く内容について、今か

ら、考えておくこと。 

学校再開初日 所定の原稿用紙に

800 字～1000 字

で書くこと。 

※ 英語の解答は、１４日に送付します。それまでに仕上げておくこと。 

※ 理科の解答は、１４日に送付します。 

※ 総合科学科の追加の課題はありません。 

 

 

◆新２年 国際文化科 郵送物が届くまでの追加の課題など 

科 目 課  題 提出日など そのほか 

数学 B 

（選択者） 

教科書 P70～P74 を読んで練習を解く。 学校再開初日 授業用のノートに

解いておくこと。 

国語（全員） 

現代文（全員） 

①  ＬＴ現代文２問題集  １ ～10 （Ｐ４～２５） 

※問題を解き、答え合わせをして提出。要約はやらなく

てよい。解答はレアーパックに同封されています。 

初回授業時  

② 最新国語頻出問題            （Ｐ８～７０） 提出不要 余力のある人は挑

戦してください。 

古典（全員） 

① プログレス標準問題集 

    古文    １  ～ ８     （Ｐ４～１９） 

     漢文    １  ～ ２     （Ｐ３６～３９） 

② プログレス標準文法・句形・語彙ノート 

古文   １  ～ ８     （Ｐ２～９） 

     漢文    １  ～ ２     （Ｐ１８～１９） 

※問題を解き、答え合わせをして提出。解答・解説・ノー

トはレアーパックに同封されています。 

初回授業時  

③  解法古文単語３５０  第１章Ｐ２８～９８ 提出不要 余力のある人は挑

戦してください。 

④ 古文教科書写し  ※ノートに本文を写す 

  Ｐ１２     宇治拾遺物語「小野篁、広才のこと」 

  Ｐ２６～２７  大和物語    「姨捨」 

  Ｐ３４、３６  枕草子    「中納言参り給ひて」 

                      「雪のいと高う降りたるを」 

提出不要 授業時にノートが

完 成 し て い る よ

う、準備しておき

なさい。 



日本史 A 

（全員） 

スタディサプリにログインし、配信されているアンケー

ト「日本史 A 課題～国民国家と産業革命について～」に 

ついて回答すること。 

内容：①「国民国家」とは何か②「産業革命」とはどの

ような現象か③「産業革命」によって世界はどのように

変化したかの３つについて、教科書 p.28～29 を読み、

インターネットで調べるなどして自分なりの言葉でまと

めてください。 

４月１７日（金）ま

でに回答すること 

「国民国家」・「産

業革命」は日本史

A を学ぶ上で、理

解しておかなけれ

ばならない必須の

知識です。自分な

りに調べて回答し

て下さい。字数の

指定はありません 

 

◇新２年 総合科学科 郵送物が届くまでの追加の課題など 

科 目 課  題 提出日など そのほか 

理数数学 II 

理数数学特論 

（全員） 

青チャート IIB P40～P45 の練習問題 

青チャート IIB P516～P525 の練習問題 

学校再開初日 課題ノートを新た

に作成すること。 

地理 A 

(選択者) 

１年生 国際文化科 地理 A の追加課題と同じ   

国語（全員） 

現代文（全員） 

① ＬＴ現代文２問題集  １ ～10 （Ｐ４～２５） 

※問題を解き、答え合わせをして提出。要約はやらなくて

よい。解答はレアーパックに同封されています。 

初回授業時  

② 最新国語頻出問題            （Ｐ８～７０） 提出不要 余力のある人は挑

戦してください。 

古典（全員） 

① プログレス標準問題集 

    古文    １  ～ ８     （Ｐ４～１９） 

     漢文    １  ～ ２     （Ｐ３６～３９） 

② プログレス標準文法・句形・語彙ノート 

古文   １  ～ ８     （Ｐ２～９） 

     漢文    １  ～ ２     （Ｐ１８～１９） 

※問題を解き、答え合わせをして提出。解答・解説・ノー

トはレアーパックに同封されています。 

初回授業時  

③ 解法古文単語３５０  第１章Ｐ２８～９８ 提出不要 余力のある人は挑

戦してください。 

④ 古文教科書写し  ※ノートに本文を写す 

  Ｐ１２     宇治拾遺物語「小野篁、広才のこと」 

  Ｐ２６～２７  大和物語    「姨捨」 

  Ｐ３４、３６  枕草子    「中納言参り給ひて」 

                      「雪のいと高う降りたるを」 

提出不要 授業時にノートが

完成しているよ

う、準備しておき

なさい。 

日本史 A 

（選択者） 

スタディサプリにログインし、配信されているアンケー

ト「日本史 A 課題～国民国家と産業革命について～」に 

ついて回答すること。 

内容：①「国民国家」とは何か②「産業革命」とはどの

ような現象か③「産業革命」によって世界はどのように

変化したかの３つについて、教科書 p.28～29 を読み、

インターネットで調べるなどして自分なりの言葉でまと

めてください。 

４月１７日（金）ま

でに回答すること 

「国民国家」・「産

業革命」は日本史

A を学ぶ上で、理

解しておかなけれ

ばならない必須の

知識です。自分な

りに調べて回答し

て下さい。字数の

指定はありません 



◆新３年 国際文化科 郵送物が届くまでの追加の課題など 

科 目 課  題 提出日など そのほか 

英語 

(全員) 

Vintage 英文法 P20-P153 

Vintage イディオム P360-379  

ノートに問題を解き間違えた問題は解説を読んで自分な

りにまとめる。必要に応じて Vision Quest Ultimate を参

照すること。 

ノートを学校再開

初日に提出 

文法、イディオム

各単元オンライン

テ ス ト を 実 施 予

定。詳細は郵送に

て通知。 

現代文 

（全員） 

①『大学入試 国語頻出問題１２００』 第２・３章（P４

８～１２９） 

②教科書『美神』（P２５１～２６０）を読み、語句調べを

したうえで感想をまとめる。 

感想の提出方法に

ついては、郵送にて

通知。 

①授業開始後に随

時 小 テ ス ト を 実

施。 

古典 B 

（全員） 

①『大学入試 国語頻出問題１２００』 第７・８・９章

（P２００～３２０） 

②古典単語 350（P238～243、246～265、272～282） 

③教科書「蜻蛉日記」（P１４２～１４３）を音読し、本文

をノートに写す。 

④『新明説漢文ノート』第１・２章（P４～４４） 

※国公立もしくは漢文が必要な私立を受験する生徒のみ 

③ノートを学校再

開初日に提出。写し

方や書き込む内容

については郵送に

て通知。 

② 小 テ ス ト を 実

施。方法について

は郵送にて通知。 

古典 A 

（選択者） 

①古典単語 350（P28～69）  ①授業開始後に随

時 小 テ ス ト を 実

施。 

数学 

（選択者） 

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 

  

地理 B 

（選択者） 

１週目①教科書 p.2～26 を読む 

   ②新詳地理ノート p.2～7 を記入 

   ③地図帳 p.135～138 の国旗の国名と位置、首都名を覚える。 

２週目①教科書 p.18,20～21,28～35 を読む 

   ②新詳地理ノート p.8～12 を記入 

   ③地図帳 p.139～142 の国旗の国名と位置、首都名を覚える。 

３週目①教科書 p.36～59 を読む 

   ②新詳地理ノート p.13～19 を記入 

   ③地図帳 p.160 の日本の都道府県名と県庁所在地を覚える。 

新詳地理ノートは 

学校再開初日 

課題の内容は全て

定期テストの範囲

に含める。 

世界史 B 

（選択者） 

単語帳 ENGRAM の既習の範囲の復習 

→初回の授業で確認テスト（50問）を実施 

◆対象範囲 

  11~104  131~140  149~194  207~221 

    580~703  512~554  787~804  813~979 

    1037~1054 この範囲の赤字の語句すべて！ 

＊全 600 語くらいありますが、頑張ろう… 

提出なし 初回の授業で 50

問の確認テストを

実施 

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 

科学と人間生

活（生物） 

（選択者） 

1 週目 センサー生物基礎の問題２２、２６ 

２週目 センサー生物基礎の問題２９，５１ 

３週目 センサー生物基礎の問題５２，５３ 

それぞれの問題をレポート用紙に行う 

5 月の最初の科人

間（生物）の授業で

提出 

 

課題の内容は全て

定期テストの範囲 

生物演習 

（選択者） 

１週目 センサー生物基礎の問題６１、６２ 

２週目 センサー生物基礎の問題６６、７４  

３週目 センサー生物基礎の問題７５，７７ 

それぞれの問題をレポート用紙に行う 

5 月の最初の生物

演習の授業で提出 

 

課題の内容は全て

定期テストの範囲 



◇３年 総合科学科 郵送物が届くまでの追加の課題など 

科 目 課  題 提出日など そのほか 

英語 

(全員) 

Vintage 英文法 P20-P153 

Vintage イディオム P360-379  

ノートに問題を解き間違えた問題は解説を読んで自分な

りにまとめる。必要に応じて Vision Quest Ultimate を参

照すること。 

ノートを学校再開

初日に提出 

文法、イディオム

各単元オンライン

テ ス ト を 実 施 予

定。詳細は郵送に

て通知。 

数学 

（全員） 

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 

  

理数数学Ⅱ 

（選択者） 

数学Ⅲの教科書（P36～61）を読んでおくこと   

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ｐ２６２からｐ２８９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ｐ２８８から２９３までを読む。 

ｐ２９４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 

 


