
2

も く じ 数学 中 3ももももももも くくくくくくく じじじじじじじ

　  １　  多項式と単項式の乗法・除法 …………… 4
　  ２　  式の展開と分配法則 ……………………… 6
　  ３　  乗法公式⑴ ………………………………… 8
　  ４　  乗法公式⑵ ……………………………… 10

　  ５　  乗法公式⑶ ……………………………… 12

　  ６　  因数分解⑴ ……………………………… 14

　  ７　  因数分解⑵ ……………………………… 16

　  ８　  因数分解⑶ ……………………………… 18

　  ９  　式の計算の利用 ………………………… 20

　10　ランクアップ　多項式のまとめ ……… 22

　11　ランクアップ　因数分解のまとめ …… 24

第１章　多項式

　12　平方根 …………………………………… 26

　13　平方根の積・商， 　 の中を簡単にする … 28

　14　有理数と無理数，平方根の近似値 …… 30

　15　分母の有理化 …………………………… 32

　16　根号をふくむ式の乗法・除法 ………… 34

　17　根号をふくむ式の加法・減法 ………… 36

　18　分配法則と平方根の計算 ……………… 38

　19　根号をふくむ式の展開 ………………… 40

　20　乗法公式を利用した分母の有理化 …… 42

　21　平方根の利用 …………………………… 44

　22　ランクアップ　平方根のまとめ ……… 46

第２章　平方根

　35　放物線と直線⑴ ………………………… 72

　36　放物線と直線⑵ ………………………… 74

　37　放物線と図形 …………………………… 76

　38　ランクアップ　関数 y=ax2 のまとめ … 78

　31　２乗に比例する関数 …………………… 64

　32　y=ax2 のグラフ ………………………… 66

　33　変化の割合と変域 ……………………… 68

　34　関数 y=ax2 の利用 ……………………… 70

第４章　関数 y=ax2

第３章　 2次方程式
　27　２次方程式の利用⑴ …………………… 56

　28　２次方程式の利用⑵ …………………… 58

　29　２次方程式の利用⑶ …………………… 60

　30　ランクアップ　２次方程式のまとめ … 62

　23　平方根の考え方による解き方 ………… 48

　24　因数分解による解き方 ………………… 50

　25　解の公式による解き方 ………………… 52

　26　いろいろな２次方程式 ………………… 54

……
中を簡単

平方
理化

号をふ
根

……
……

分母の有
……

アップ　

2 次
の考え方による解き方
による解き方

Sa
mp
le28

値 …… 3030

………………… 3232

乗法・除法法 …………… 3434

む式の加法・減法式の加法・減法 …………………… 36

188　分配法則と平方根　分配法則と平方根
191 　根号をふくむ式の展根号をふくむ
20　2 乗法公式を利用乗法公le
2121　平方根の　平
222 ラ

le



3

　39　相似な図形⑴ …………………………… 80

　40　相似の証明 ……………………………… 82

　41　相似な図形⑵ …………………………… 84

　42　平行線と線分の比 ……………………… 86

　43　中点連結定理 …………………………… 88

　44　相似の利用⑴ …………………………… 90

　45　相似の利用⑵ …………………………… 92

　46　面積比と体積比⑴ ……………………… 94

　47　面積比と体積比⑵ ……………………… 96

　48　空間図形と相似 ………………………… 98

　49　ランクアップ　相似な図形のまとめ …100

第５章　相似な図形

　53　円に内接する四角形 ……………………108
　54　円周角の利用 ……………………………110
　55　ランクアップ　円のまとめ ……………112

　50　円と接線 …………………………………102
　51　円周角の定理 ……………………………104
　52　円周角の定理の逆 ………………………106

第６章　円

　56　三平方の定理 ……………………………114
　57　三平方の定理と三角形・四角形 ………116
　58　三平方の定理と平面図形⑴ ……………118
　59　三平方の定理と平面図形⑵ ……………120
　60　三平方の定理と円 ………………………122

　61　三平方の定理と立方体・直方体 ………124
　62　三平方の定理と角錐・円錐 ……………126
　63　三平方の定理と球・正四面体 …………128
　64　ランクアップ　三平方の定理のまとめ …130

第７章　三平方の定理

　66　ランクアップ　標本調査のまとめ ……134　65　標本調査 …………………………………132

第８章　標本調査

4

……1
…

図形⑵

三平
平方
方の
の定

……
……

まとめ

……
……

逆 …

定理と円

章 Sa……………………………
三角形・四角三角形
面図
Sa
mp
le5353　円に内接する四角形　円に内接する四角

545 　円周角の利用円周角の利用 ……
555 　ランクアップ　ランク

104

……10606 le

SaS方の定理



82

第5章 相似な図形

40 相似の証明
 204 直角三角形と相似の証明
右の図は，^A＝90° の直角三角形 ABC において，Aから BC にひいた垂線

と BC との交点をDとしたものである。

次の をうめて，それぞれの証明を完成させなさい。
□⑴　△ABC ∽△DBA

【証明】　△ABC と△DBA において，
　　　　　　　　^BAC＝^BDA＝90° ……ⅰ
共通な角だから，  ①∠ 　＝∠ 　  ……ⅱ
ⅰ，ⅱより，  ② がそれぞれ等しいから，
　　　　　　　　△ABC ∽△DBA

□⑵　△DBA∽△DAC

【証明】　△DBA と△DAC において，
　　  ①∠ 　＝∠ 　＝90° ……ⅰ
　　^BAD＝90°－^CAD ……ⅱ
　　^ACD＝180°－(^ADC＋^CAD)

 ＝  ② °－^CAD ……ⅲ
ⅱ，ⅲより，
　　^BAD＝^ACD ……ⅳ
ⅰ，ⅳより，  ③ がそれぞれ等しいから，
　　△DBA ∽△DAC

A
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 205 二等辺三角形の性質と相似の証明
右の図において，△ABC は，AB＝AC の二等辺三角形であり，点P，Qはそれぞ

れ辺 BC，AB 上にあり，^ACP＝^APQ である。このとき，△APC ∽△PQB で

あることを証明した。

次の をうめて，証明を完成させなさい。
【証明】　△APC と△PQB において，

二等辺三角形の底角は等しいから，
　　  ①∠ 　＝∠ 　  ……ⅰ
△APC の内角と外角の関係から，
　　^CAP＝^APB－^ACP ……ⅱ
また，^BPQ＝^APB－^APQ ……ⅲ
^ACP＝^APQ だから，ⅱ，ⅲより，
　　  ②∠ 　＝∠ 　  ……ⅳ
ⅰ，ⅳより，  ③ がそれぞれ等しいから，
　　△APC ∽△PQB
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 206 相似を利用した証明
をうめて，次の⑴～⑶の証明を完成させなさい。

□⑴　右の図において， ABCD の頂点Bを通る直線が DC と交わる点をP，AD  

の延長と交わる点をQとするとき，AQ：DQ＝DC：DP であることを次の
ように証明した。
【証明】　△ABQ と△DPQ において，

AB™DP より，同位角は等しいから，
　　　　　　　　^ABQ＝^DPQ ……ⅰ
共通な角だから，  ①∠ 　＝∠ 　  ……ⅱ
ⅰ，ⅱより，  ② がそれぞれ等しいから，
　　△ABQ ∽△DPQ

相似な図形の対応する辺の比は等しいから，AQ：DQ＝AB：DP　……ⅲ
平行四辺形の対辺は等しいから，  ③ 　＝ 　  ……ⅳ
ⅲ，ⅳより，AQ：DQ＝DC：DP

□⑵　右の図の ABCD において，辺 BC の中点をEとし，AE と BD の交点を
Fとするとき，DF：BF＝2：1 であることを次のように証明した。
【証明】　△AFD と△EFB において，

AD™BE より，  ① が等しいから，
^ADF＝^EBF ……ⅰ

対頂角は等しいから，  ②∠ 　＝∠ 　　……ⅱ
ⅰ，ⅱより，  ③ がそれぞれ等しいから，
　　△AFD ∽△EFB

相似な図形の対応する辺の比は等しいから，DF：BF＝AD：  ④ 　……ⅲ
仮定より，AD＝BC ……ⅳ
　　　　　BC：EB＝2：  ⑤  ……ⅴ
ⅲ，ⅳ，ⅴより，DF：BF＝2：1

□⑶　右の図で，BC：ED＝2：1 であることを次のように証明した。
【証明】　△ABC と△AED において，

共通な角だから，  ①∠ 　＝∠ 　　……ⅰ
　　AB：AE＝(5＋3)：4＝2：1

　　AC：AD＝(4＋6)：5＝2：1

よって，AB：AE＝  ② 　： 　  ……ⅱ
ⅰ，ⅱより，  ③ がそれぞれ等しいから，
　　△ABC ∽△AED

△ABC と△AED の相似比は  ④ 　： 　であるから，
　　BC：ED＝2：1
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