
　多項式の計算

１次の計算をしなさい。

    　　　    





  
  　　　  

  





２次の式を展開しなさい。
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　乗法公式

１次の式を展開しなさい。

      　　　      　　　     

２次の式を展開しなさい。

 


   　　　 


   　　　 


  

３次の式を展開しなさい。

      　　　      　　　     

４次の式を展開しなさい。
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　いろいろな式の展開

１次の式を簡単にしなさい。

 


     　　　         

  


      

２次の式を展開しなさい。
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　因数分解①

１次の問いに答えなさい。

  次の数を素因数分解しなさい。

　①　　　②　　　③

  にできるだけ小さい自然数をかけて、ある自然数の平方にしたい。どんな自然数を

　かければよいか。また、その結果できた数はどんな自然数の平方になるか。

２次の式を因数分解しなさい。

  　　　  
  

３次の式を因数分解しなさい。
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　因数分解②

１次の式を因数分解しなさい。

 
 　　　 

 　　　  
  

２次の式を因数分解しなさい。

 
 　　　  

   　　　 



 





３次の式を因数分解しなさい。また、下の①～④のどのパターンか書きなさい。

　①共通因数でくくる　　　　　　② 〇  △ の形

　③ 〇 〇△ △ の形　　　④   和  積 の形

 
 　　　 

 　　　 
 　　　 

 

４次の式を因数分解しなさい。

  
 　　　  

 

５次の式を因数分解しなさい。
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　式の計算の利用

１次の計算をしなさい。

 
   　　　  　　　 



２次の問いに答えなさい。

  、のとき、
  の値を求めなさい。

  のとき、  の値を求めなさい。

  、のとき、    の値を求めなさい。

  、のとき、    の値を求めなさい。

３　

  奇数の平方からをひいた数はの倍数である。このことを証明しなさい。

  半径の円形の土地の周囲に幅の道がある。この道の面積を
 、道の真ん中を通

る円周の長さをとするとき、となることを証明しなさい。
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