算数・数学ステップ８① 式の計算①

１

教科書はココ！

サポートシート

中学２年Ｐ10～11「単項式と多項式」
中学２年Ｐ12～15「多項式の計算」
中学２年Ｐ16～18「単項式の乗法と除法」

＜(1)～(6)を間違えた場合＞
○教科書 10 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 10 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 10 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 11 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 11 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 11 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 12 ページの「Ｑみなおしてひろげよう」をノートに取り組み、教科書の本文で
「同類項」の意味を確認しましょう。
○教科書 12 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 12 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 12 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 12 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 13 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 13 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 13 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 13 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 13 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 13 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 14 ページの「Ｑみなおしてひろげよう」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 14 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 14 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 14 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 14 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 14 ページのたしかめ⑤をノートに解きましょう。
○教科書 14 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 15 ページの例６で解き方を確認しましょう。
○教科書 15 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 15 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 15 ページの例７で解き方を確認しましょう。
○教科書 15 ページの問９をノートに解きましょう。

＜(7)と(8)を間違えた場合＞
○教科書 16 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 16 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 16 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 16 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 16 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 16 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 16 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 17 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 17 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 17 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 17 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 17 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 17 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 18 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 18 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 18 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 18 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 18 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 18 ページの問７をノートに解きましょう。
●教科書 20 ページの「基本の問題」の１～５をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学２年Ｐ19 「式の値」

○教科書 19 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 19 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 19 ページの問２をノートに解きましょう。
●教科書 20 ページの「基本の問題」の６をノートに解きましょう。

算数・数学ステップ８② 式の計算②

１

教科書はココ！

サポートシート

中学２年Ｐ19 「式の値」

○教科書 19 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 19 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 19 ページの問２をノートに解きましょう。
●教科書 20 ページの「基本の問題」の６をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学２年Ｐ22 「式による説明」

○教科書 22 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 22 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 22 ページの問１をノートに解きましょう。
●教科書 27 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２年Ｐ25～26 「等式の変形」

○教科書 25 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 25 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 26 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 26 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 26 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 26 ページの問３をノートに解きましょう。
●教科書 27 ページの「基本の問題」の２をノートに解きましょう。

４

教科書はココ！

中学２年Ｐ21 「式による説明」

○教科書 21 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 21 ページの例１で解き方を確認しましょう。。

●教科書 28 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 29 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８③ 連立方程式①

１

教科書はココ！

サポートシート

中学２年Ｐ34～35「連立方程式とその解」
中学２年Ｐ36～41「連立方程式の解き方」
中学２年Ｐ42～43「いろいろな連立方程式」

○教科書 34 ページの問１をノートに解きましょう｡
○教科書 35 ページの問２をノートに解き、教科書の本文で「連立方程
式」と「解」の意味を確認しましょう。
○教科書 35 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 36 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 37 ページの本文で「加減法」について、確認しましょう。
○教科書 37 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 38 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 38 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 38 ページの「もっと練習！」の(1)をノートに解きましょう。
○教科書 38 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 38 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 38 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 38 ページの「もっと練習！」の(2)をノートに解きましょう。
○教科書 39 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 39 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 39 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 39 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 40 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 40 ページの例４で解き方と「代入法」について、確認しましょう。
○教科書 41 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 41 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 41 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 41 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 42 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 42 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 42 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 42 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 43 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 43 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 43 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 43 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 43 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
●教科書 44 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。

算数・数学ステップ８④ 連立方程式②

１

教科書はココ！

サポートシート

中学２年Ｐ45～46「連立方程式の利用」

○教科書 45 ページの「Ｑ考えてみよう」をノートに取り組み、教科書
46 ページの本文で確認しましょう。
○教科書 46 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 46 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
●教科書 50 ページ「基本の問題」の１をノートに解きましょう。

２と３

教科書はココ！

中学２年Ｐ47「連立方程式の利用」

○教科書 47 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 47 ページの問２をノートに解きましょう。
●教科書 50 ページの「基本の問題」の２をノートに解きましょう。

４

教科書はココ！

中学２年Ｐ48「連立方程式の利用」

○教科書 48 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 48 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 48 ページの問４をノートに解きましょう。

５

教科書はココ！

中学２年Ｐ49「連立方程式の利用」

○教科書 49 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 49 ページの問５をノートに解きましょう。

●教科書 51 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 52 ページの「章の問題Ｂ」をノートに解きましょう。

