算数・数学ステップ９①展開と因数分解①

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ10～11「多項式と単項式の乗除」

＜(1)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１をノートに解きましょう。
○教科書 10 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
＜(2)を間違えた場合＞
○教科書 11 ページの例３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 11 ページの「もっと練習！」（2）(3)をノートに解きましょう。
＜(3)と(4)を間違えた場合＞
○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 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 11 ページの「もっと練習！」（1）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をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学３年Ｐ12～13「多項式の乗法」
中学３年Ｐ14～19「乗法公式」

＜(1)(2)(3)を間違えた場合＞
○教科書 12 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 12 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 13 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 13 ページのたしかめ①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 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 13 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 14 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 14 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 15 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 15 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 15 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 15 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。

○教科書 16 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 16 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 16 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 16 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 16 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 16 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 17 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 17 ページのたしかめ⑤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 17 ページの問５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。
＜(4)を間違えた場合＞
○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 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 18 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 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６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 18 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 19 ページの例７で解き方を確認しましょう。
○教科書 19 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 19 ページの例８で解き方を確認しましょう。
○教科書 19 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 19 ページの「もっと練習！」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２～６をノートに解きましょう。

３

教科書はココ！

中学３年Ｐ22～23「因数分解」

○教科書 22 ページの本文を読んで、「因数」の意味を確認しましょう。
○教科書 22 ページの例１で「因数分解」の意味を確認しましょう。
○教科書 23 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 23 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 23 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 23 ページの問１をノートに解きましょう。

４

教科書はココ！

中学３年Ｐ24～28「公式を利用する因数分解」

○教科書 24 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 24 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 24 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 24 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 25 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 25 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 25 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 25 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 25 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○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 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 25 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 25 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 26 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 26 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 26 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 26 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 26 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 27 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 27 ページのたしかめ⑤をノートに解きましょう。
○教科書 27 ページ問８をノートに解きましょう。
○教科書 27 ページの例６で解き方を確認しましょう。
○教科書 27 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 27 ページの問 10 をノートに解きましょう。
○教科書 27 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 27 ページの例７で解き方を確認しましょう。
○教科書 28 ページの問 11 をノートに解きましょう。
●教科書 28 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９②展開と因数分解②

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ29～30「式の計算の利用」

○教科書 29 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 29 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 29 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 29 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 29 ページの問２をノートに解きましょう。
●教科書 33 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。

２と３

教科書はココ！

中学３年Ｐ31～32「数の性質を調べてみよう」

○教科書 31～32 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 34 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９③ 平方根①

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ40～45「平方根」
中学３年Ｐ46～47「素因数分解」

○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「平方根」の意味を確認しましょう。
○教科書 41 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 41 ページの問３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 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 42 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 42 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 42 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 42 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 42 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 42 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５で解き方を確認しましょう。
○教科書 42 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 42 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 44 ページの例６で解き方を確認しましょう。
○教科書 44 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 44 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 44 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
「有理数」と「無理数」の意味を確認しましょう。
○教科書 44 ページのたしかめ⑤をノートに解きましょう。
○教科書 45 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 46 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「因数」
の意味を確認しましょう。
○教科書 46 ページの例１で「素数」の意味を確認しましょう。
○教科書 46 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 47 ページの例２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 47 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 47 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 47 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 47 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 47 ページの問４をノートに解きましょう。
●教科書 48 ページ「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３年Ｐ49～54「根号をふくむ式の乗除」
中学３年Ｐ55～57「根号をふくむ式の加減」
中学３年Ｐ58～59「根号をふくむ式のいろいろな計算」

＜(1)(2)を間違えた場合＞
○教科書 49 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 50 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 50 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 50 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 51 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 51 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 51 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 51 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 51 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 52 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 52 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 52 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 52 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 52 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 53 ページの例６で解き方を確認しましょう。
○教科書 53 ページのたしかめ⑤をノートに解きましょう。
○教科書 53 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 54 ページの例７で解き方を確認しましょう。
○教科書 54 ページのたしかめ⑥をノートに解きましょう。
○教科書 54 ページの例８で解き方を確認しましょう。
○教科書 54 ページのたしかめ⑦をノートに解きましょう。
○教科書 54 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 54 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 54 ページの例９で解き方を確認しましょう。
○教科書 54 ページの問７をノートに解きましょう。
＜(3)(4)を間違えた場合＞
○教科書 55 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 55 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 55 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 56 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 56 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 56 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 56 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 56 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 56 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 57 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 57 ページの「もっと練習！」の(1)(2)をノートに解きましょう。
○教科書 57 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 57 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 57 ページの「もっと練習！」の(3)(4)をノートに解きましょう。

＜(5)(6)を間違えた場合＞
○教科書 58 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 58 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 58 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 58 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 58 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 59 ページの問４をノートに解きましょう。
●教科書 61 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。

３

教科書はココ！

中学３年Ｐ59「根号をふくむ式のいろいろな計算」

○教科書 59 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 59 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 59 ページの問６をノートに解きましょう。

算数・数学ステップ９④ 平方根②

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ60「平方根の利用」

○ステップ９④の解答で解き方を確認しましょう。
○教科書 60 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 60 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 62 ページの「章の問題Ａ」の５をノートに解きましょう。
○教科書 63 ページの「章の問題Ｂ」の４をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学３年Ｐ60「平方根の利用」

○ステップ９④の解答で解き方を確認しましょう。
○教科書 62 ページの「章の問題Ａ」の６をノートに解きましょう。

３

教科書はココ！

中学３年Ｐ60「平方根の利用」

○ステップ９④の解答で解き方を確認しましょう。
○教科書 63 ページの「章の問題Ｂ」の５をノートに解きましょう。

●教科書 62 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 63 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９⑤ ２次方程式

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ66～80「２次方程式とその解き方」

○教科書 68 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 68 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 68 ページの問１をノートに解きましょう｡
○教科書 70 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 70 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 70 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 70 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 71 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 71 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 71 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 71 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 71 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 72 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 72 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 72 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 73 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 73 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 73 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 73 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 73 ページの例６で解き方を確認しましょう。
○教科書 73 ページのたしかめ⑤をノートに解きましょう。
○教科書 74～75 ページ本文で、「解の公式」について、確認しましょう。
○教科書 75 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 75 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 75 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 76 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 76 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 76 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 76 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 76 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 77 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 77 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 77 ページの問１をノートに解きましょう。

○教科書 78 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 78 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 78 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 78 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 78 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 78 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 78 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 79 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 79 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 79 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 80 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 80 ページの問３をノートに解きましょう。
●教科書 80 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。

