算数・数学ステップ９⑥関数 y=ax2

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ95～101「関数ｙ＝ａｘ２のグラフ」

○教科書 95 ページの「Ｑ調べてみよう」を方眼紙に取り組み、教科書
96 ページの本文で確認しましょう。
○教科書 95 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 96 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 98 ページの問３をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 98 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 98 ページの問４をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 99 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 99 ページの問５をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 99 ページの問６をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 99 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 101 ページの問８をノートに解きましょう。
●教科書 108 ページの「基本の問題」の３をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学３年Ｐ92～94「関数ｙ＝ａｘ２」

○教科書 93 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 93 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 93 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 94 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 94 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 94 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 94 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 94 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
●教科書 108 ページの「基本の問題」の１と２をノートに解きましょう。

３

教科書はココ！

中学３年Ｐ102～105「関数ｙ＝ａｘ２の値の変化」

○教科書 102 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 102 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 103 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 103 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 103 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 103 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 104 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 105 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 105 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 105 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 105 ページの問５をノートに解きましょう。
●教科書 108 ページの「基本の問題」の４と５をノートに解きましょう。

４

教科書はココ！

中学３年Ｐ106～107「関数ｙ＝ａｘ２の値の変化」

○教科書 106 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 106 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 106 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 107 ページの問８をノートに解きましょう。
●教科書 108 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９⑦ 相似な図形

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ122～127「相似な図形」
中学３年Ｐ128～130「三角形の相似条件」

○教科書 122 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「相似」の意味を確認しましょう。
○教科書 123 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 123 ページの問１をノート（方眼紙）に解きましょう。
○教科書 123 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 124 ページの「Ｑ調べてみよう」をノートに取り組み、教科書の本文で確認し
ましょう。
○教科書 124 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 124 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 125 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 125 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○教科書 125 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 126 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 126 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 126 ページの問７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 ページの問８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をノートに解きましょう。
○教科書 130 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 130 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 130 ページの問２をノートに解きましょう。
●教科書 134 ページの「基本の問題」の１と２をノートに解きましょう。

２

教科書はココ！

中学３年Ｐ135～143「三角形と比」
中学３年Ｐ144～146「平行線と比」

○教科書 135 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 136 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 136 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 137 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 137 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 137 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 138 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 138 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 139 ページの問６をノートに解きましょう。

○教科書 139 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 140 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 140 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 140 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 144 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 145 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 145 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 145 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 145 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 146 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 146 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 146 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○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「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Ｐ131「三角形の相似条件」
中学３年Ｐ132～133「相似の利用」

○教科書 131 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 131 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 131 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 132 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 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 132 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 133 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 133 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 133 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 133 ページの問５をノートに解きましょう。
●教科書 134 ページの「基本の問題」の３をノートに解きましょう。

算数・数学ステップ９⑧ 円

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ160～165「円周角の定理」

○教科書 160 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「円周角」の意味を確認しましょう。
○教科書 160 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 161 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 162 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 162 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 162 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 162 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 163 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「円周
角と弧の定理」を確認しましょう。
○教科書 163 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 164 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 164 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 164 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 164 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
●教科書 169 ページの「基本の問題」の１をノートに解きましょう。

２

中学３年Ｐ163～165「円周角の定理」
中学３年Ｐ166～168「円周角の定理の逆」

教科書はココ！

中学３年Ｐ170～171「円周角の定理を利用した作図」

○教科書 165 ページの本文で「直径と円周角の定理」を確認しましょ
う。
○教科書 165 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 165 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 165 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 165 ページの問 10 をノートに解きましょう。
○教科書 166 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 167 ページの問１をノートに解き、教科書の本文で「円周角の定理の逆」を確
認しましょう。
○教科書 168 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「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 170 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 170 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 171 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 171 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 171 ページの本文で「円外の１点からの接線の定理」を確認しましょう。
●教科書 169 ページの「基本の問題」の２をノートに解きましょう。
●教科書 174 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 175 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９⑨ 三平方の定理

１

教科書はココ！

サポートシート

中学３年Ｐ178～181「三平方の定理」
中学３年Ｐ182～183「三平方の定理の逆」

○教科書 178～179 ページの本文で「三平方の定理」の意味を確認しま
しょう。
○教科書 178 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 179 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 180 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 181 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 181 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 181 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 181 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 182 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「三平
方の定理の逆の定理」を確認しましょう。
○教科書 183 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 183 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 183 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 183 ページの問２をノートに解きましょう。
●教科書 184 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。
○教科書 184 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。

２

中学３年Ｐ186～191「三平方の定理の利用」

教科書はココ！

中学３年Ｐ192～193「いろいろな問題」

○教科書 186 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 186 ページのたしかめ①をノートに解きましょう。
○教科書 186 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 186 ページのたしかめ②をノートに解きましょう。
○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 ページの問３をノートに解きましょう。
○教科書 187 ページの本文で「特別な直角三角形の３辺の比」を確認しましょう。
○教科書 187 ページの「もっと練習！」をノートに解きましょう。
○教科書 187 ページの問４をノートに解きましょう。
○教科書 187 ページの問５をノートに解きましょう。
○教科書 188 ページの問６をノートに解きましょう。
○教科書 188 ページの問７をノートに解きましょう。
○教科書 188 ページの「やってみよう」をノートに解きましょう。
○教科書 189 ページの例３で解き方を確認しましょう。
○教科書 189 ページの問８をノートに解きましょう。
○教科書 189 ページの例４で解き方を確認しましょう。
○教科書 189 ページのたしかめ③をノートに解きましょう。
○教科書 190 ページの問９をノートに解きましょう。
○教科書 190 ページの問 10 をノートに解きましょう。
○教科書 190 ページの例５で解き方を確認しましょう。
○教科書 190 ページのたしかめ④をノートに解きましょう。
○教科書 191 ページの問 11 をノートに解きましょう。
○教科書 191 ページの問 12 をノートに解きましょう。
○教科書 191 ページの例６で解き方を確認しましょう。
○教科書 191 ページのたしかめ⑤をノートに解きましょう。
○教科書 191 ページの問 13 をノートに解きましょう。
○教科書 192 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 192 ページの例１で解き方を確認しましょう。
○教科書 192 ページの問１をノートに解きましょう。
○教科書 193 ページの例２で解き方を確認しましょう。
○教科書 193 ページの問２をノートに解きましょう。
○教科書 193 ページの問３をノートに解きましょう。
●教科書 194 ページの「基本の問題」をノートに解きましょう。
●教科書 195 ページの「章の問題Ａ」をノートに解きましょう。
●教科書 196 ページの「章の問題Ｂ」をノートに解きましょう。

