算数・数学ステップ７⑥方程式② サポートシート

１

教科書はココ！

中学１年Ｐ99～100「比例式の利用」

○教科書 99 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書
で確認しましょう。
○教科書 99 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 100 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 100 ページの本文を読み、「比例式の性質」について、確認し
ましょう。
○教科書 100 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 100 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 100 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 100 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 100 ページの問４をノートに解きましょう。

２と３

教科書はココ！

中学１年Ｐ94～96「１次方程式の利用」

○教科書 94 ページの問１をノートに解き、教科書の本文で解き方を
確認しましょう。
○教科書 94 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 95 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 95 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 96 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 96 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 96 ページの問４をノートに解きましょう。

４

教科書はココ！

中学１年Ｐ97～98「１次方程式の利用」

○教科書 97 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 98 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 98 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 98 ページの本文を読み、
「方程式を使った問題の解き方」につ
いて、確認しましょう。
●教科書 101 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。
●教科書 102 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 103 ページの「章の問題Ｂ」をノートに解きましょう。

算数・数学ステップ７⑦ 比例と反比例

１

教科書はココ！

サポートシート

中学１年Ｐ106～107「関数」

○教科書 106 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書
の本文で確認しましょう。
○教科書 107 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 107 ページの本文で「変数」の意味を確認しましょう。
○教科書 107 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 107 ページの本文で「変域」の意味を確認しましょう。

２

教科書はココ！

中学１年Ｐ108～109「関数」

○教科書 108 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 108 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 108 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 108 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 108 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 109 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 109 ページの問７をノートに解きましょう。
●教科書 123 ページの「基本の問題」の１をノートに解きましょう。

３

教科書はココ！

中学１年Ｐ110～114「比例」

○教科書 110 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書
111 ページの本文で「比例を表す式」について確認しましょう。
○教科書 111 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 112 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 112 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 112 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 112 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 113 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 113 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 113 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 114 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 114 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 114 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 114 ページの問６をノートに解きましょう。
●教科書 123 ページの「基本の問題」の２と３をノートに解きましょう。

４

教科書はココ！

中学１年Ｐ115～120「比例のグラフ」
中学１年Ｐ121～122「比例の表、式、グラフ」

○教科書 115 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書
の本文で確認しましょう。
○教科書 116 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 116 ページのたしかめ②をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 117 ページの「Ｑ調べてみよう」をノート（方眼紙）に取り組
み、教科書の本文で確認しましょう。
○教科書 117 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 118 ページのたしかめ③をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 119 ページの問２をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 119 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 119 ページの問３をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 120 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 120 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 120 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 121 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認し
ましょう。
○教科書 122 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 122 ページのたしかめ①をノート（方眼紙）に解きましょう。
●教科書 123 ページの「基本の問題」の４～７をノート（方眼紙）に解きましょう。

５

教科書はココ！

中学１年Ｐ124～127「反比例する量」
中学１年Ｐ128～130「反比例のグラフ」

○教科書 124 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書
の本文で「反比例を表す式」を確認しましょう。
○教科書 125 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 125 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 125 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 125 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 126 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 126 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 127 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 127 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 127 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 127 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 128 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書 129 ページの本
文で確認しましょう。
○教科書 129 ページの問１をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 129 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 129 ページのたしかめ①をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 129 ページの問３をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 130 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 130 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 130 ページの本文で「双曲線」の意味を確認しましょう。
●教科書 133 ページの「基本の問題」をノート（方眼紙）に解きましょう。

６

教科書はココ！

中学１年Ｐ131～133「反比例の表、式、グラフ」

○教科書 131 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書
の本文で確認しましょう。
○教科書 132 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 132 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 132 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 133 ページの問１をノートに解きましょう。
●教科書 137 ページの「章の問題Ａ」をノート（方眼紙）に解きましょう。
●教科書 138 ページの「章の問題Ｂ」をノート（方眼紙）に解きましょう。

算数・数学ステップ７⑧ 平面図形

１

教科書はココ！

サポートシート

中学１年Ｐ142～149「図形の移動」
中学１年Ｐ151～152「作図のしかた」
中学１年Ｐ153～160「基本の作図」

＜(1)を間違えた場合＞
○教科書 143 ページの本文で「直線」
「線分」
「半直線」の意味を確認し
ましょう。
○教科書 143 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 144 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 144 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 144 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
＜(2)を間違えた場合＞
○教科書 145 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で「回転移
動」について確認しましょう。
○教科書 145 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 145 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 146 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 146 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 147 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で「対称移
動」について確認しましょう。
○教科書 147 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 148 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 148 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 148 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 149 ページの問 10 をノートに解きましょう。
○教科書 149 ページの問 11 をノートに解きましょう。
○教科書 149 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
●教科書 150 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。
＜(3)を間違えた場合＞
○教科書 151 ページの「Ｑ説明してみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認し
ましょう。
○教科書 152 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 152 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 152 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 153 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 153 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 153 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 154 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 154 ページの例１で解き方を確認しましょう。

○教科書 155 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 155 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 155 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 155 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 156 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 156 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 157 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 157 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 158 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 158 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 158 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 159 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 159 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 159 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 160 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 160 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 160 ページの問 10 をノートに解きましょう。
○教科書 160 ページの問 11 をノートに解きましょう。
●教科書 162 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学１年Ｐ161～162「いろいろな作図」
中学１年Ｐ166～168「おうぎ形」

○教科書 161 ページの本文で「円の接線」について確認しましょう。
○教科書 161 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 161 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 161 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 162 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 166～167 ページの本文で「おうぎ形の弧の長さと面積」につ
いて確認しましょう。
○教科書 166 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 167 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 167 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 168 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 168 ページの問３をノートに解きましょう。
●教科書 168 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。
●教科書 169 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 170 ページの「章の問題Ｂ」をノートに解きましょう。

算数・数学ステップ７⑨ 空間図形

１と２

教科書はココ！

サポートシート

中学１年Ｐ174～177「いろいろな立体」
中学１年Ｐ178～184「直線や平面の位置関係」
中学１年Ｐ185～187「面の動き」
中学１年Ｐ188～190「立体の展開図」
中学１年Ｐ191～192「立体の投影図」

○教科書 174 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 174～175 ページの本文で「いろいろな立体の名称や特徴」に
ついて、確認しましょう。
○教科書 174 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 174 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 175 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 175 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 175 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書 176 ページの本文
で確認しましょう。
○教科書 176 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 176 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 177 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 177 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 177 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 178 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書 179 ページの本文
で確認しましょう。
○教科書 179 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 180 ページの本文で「交線」の意味を確認しましょう。
○教科書 180 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 181 ページの本文で「ねじれの位置にある」ことの意味を確認しましょう。
○教科書 181 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 181 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 182 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 182 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 183 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 183 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 183 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 184 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 186 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。

○教科書 186 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 187 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 187 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 187 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 188 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 188 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 188 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 188 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 189 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 189 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 189 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 190 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認しま
しょう。
○教科書 190 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 190 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 191 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で「投影
図」の意味を確認しましょう。
○教科書 191 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 192 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 192 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 192 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 192 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 192 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
●教科書 193 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。

