
中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：17 問題数：基本145,標準145,挑戦145
多項式と単項式の乗法・除法、式の展開、乗法公式

などの問題を収録

解説教材：6 確認問題：6
単項式と多項式の乗除、

多項式の乗法などの解説・確認問題

ステープラ
オリジナル問題を簡単な操作で作成

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント26枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜四則の混じった計算＞ 　　　　　　　＜解説・(x＋a)(x＋b) の積＞ ＜お客様サポートサイト⇒ステープラ教材
　　　　　⇒中学３年生・数学　多項式と単項式の乗法＞

　　　　　　　　　　　　＜多項式の計算③－乗法公式－＞

教材数：8 問題数：基本75,標準75,挑戦75
因数分解、共通因数、公式を利用した因数分解、

おきかえを使った因数分解などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
共通因数、平方の公式を使った因数

分解などの解説・確認問題

（OP）百科事典 マイペディア for School
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント8枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜公式を利用した因数分解 (1)＞ ＜確認・x2＋(a＋b)x＋ab の因数分解＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜因数分解＞ 　　　　　　　　　＜因数分解③－おきかえの因数分解－＞

教材数：2 問題数：基本10,標準10,挑戦10
式の計算の利用の問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
計算のくふう、式の値
などの解説・確認問題

ことばで探す
調べ学習で、任意のことばを入力して検索

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント12枚

　　　　　　　　　　＜式の計算の利用 (数や図形の性質) ＞ 　　　＜解説・整数の性質と式の計算＞ ＜式の計算の利用①－式の値/数の計算への利用－＞

多項式
多項式の計算

多項式
因数分解

多項式
式の計算の利用
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中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：9 問題数：基本45,標準45,挑戦45
平方根、電卓を利用した平方根の近似値、

平方根の大小、循環小数、因数などの問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
有理数と無理数、素数と素因数分解

などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント16枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜有理数と無理数＞          ＜解説・平方根の大小＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜平方根＞ 　　　　　　　　　＜因数分解①－素数と素因数分解－＞

教材数：15 問題数：基本105,標準105,挑戦105
平方根の積と商、根号をふくむ式乗法・除法、

根号をふくむ式の計算などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
平方根の積と商、分母の有理化、

などの解説・確認問題

ステープラ
オリジナル問題を簡単な操作で作成

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント24枚

　　　　　　　　　　　　　　　　＜平方根の変形＞ ＜確認・根号をふくむ式の加減＞ ＜お客様サポートサイト⇒ステープラ教材
　　　　　　　⇒中学３年生・数学　根号をふくむ式の計算＞

　＜根号をふくむ式の計算①－加法と減法/四則の計算－＞

教材数：11 問題数：基本65,標準65,挑戦65
2次方程式、平方根を利用した解き方、

因数分解による解き方などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
いろいろな２次方程式
などの解説と確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント26枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜２次方程式＞   ＜解説・2次方程式 x²＋px＋q＝0 の解き方＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜２次方程式＞ ＜２次方程式の解き方④－平方完成による解き方/解の公式＞

２次方程式
２次方程式とその
解き方

平方根
平方根

平方根
根号をふくむ式の
計算
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中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：3 問題数：基本15,標準15,挑戦15
2次方程式の利用（整数,面積,点の移動）

の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
整数,図形の問題の解説・確認問題

（OP）中学校プリントパック （OP）中学校プリントパック
単元別プリント12枚

　　　　　　　　　　　＜2次方程式の利用 (点の移動)＞ 　　　　＜確認・図形の問題 (容積)＞  　　　　＜２次方程式の応用①－文字の値・数に関する問題－＞  　　　　　　　＜２次方程式の応用②
　　　　　　　　　　　　　-図形・関数のグラフ・割合に関する問題－＞

教材数：13 問題数：基本65,標準65,挑戦65
関数 y＝ax² 、ｘの変域とｙの変域、

変化の割合、平均の速さなどの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
2乗に比例する関数、 y＝ax² のグラフ

などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント18枚

　　　　　　　　　　　　　　　＜関数 y＝ax² のグラフ (1)＞ 　　　　　＜解説・関数 ｙ＝ax² のグラフ＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜関数のグラフ＞ 　　＜関数 y＝ax2 の性質①－変域/変化の割合－＞

教材数：2 問題数：基本10,標準10,挑戦10
グラフの利用、いろいろな関数の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
ｙ＝ax² の利用、図形の面積と

関数ｙ＝ax² などの解説・確認問題

シミューレーション教材：1
定数の変化にともなうグラフの様子を視覚的に解説

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント34枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜グラフの利用＞ 　　　　　　　＜確認・いろいろな関数＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　＜中学校グラフ＞ 　　＜関数のグラフと図形③－点や図形の移動と関数－＞

２次方程式
２次方程式の利用

関数ｙ=aｘ²
関数ｙ=aｘ²

関数ｙ=aｘ²
いろいろな関数の
利用

回答プリントの確認が可
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中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：1 問題数：基本5,標準5,挑戦5
放物線と直線の交点の問題を収録

（先生機能）図版集：3
提示や教材作成に図版集を利用できる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント6枚

　　　　　　　　　　＜放物線と直線の交点（基本）＞
＜放物線と直線(2)＞　　　　＜放物線と直線(3)＞

　　　　　　＜関数y=ax²の性質②
　　　　　　　　　　－放物線と直線の交点－[標準]-1＞

教材数：10 問題数：基本50,標準50,挑戦50
相似な図形、図形の拡大と縮小、相似比、

三角形の相似条件などの問題を収録

解説教材：5 確認問題：5
相似比、相似の利用

などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント18枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜図形の拡大と縮小＞ 　　　　　＜解説・三角形の相似条件＞ 　　　　　　　＜算数・数学 / 学習資料・数学の公式＞ 　　　　　　＜相似な図形③－証明/縮図の利用－＞

教材数：5 問題数：基本25,標準25,挑戦25
三角形と比、三角形と比を用いた証明、

中点連結定理、平行線と比の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
三角形と比、中点連結定理、
平行線と比の解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント18枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜三角形と比＞ 　　　　　　＜確認・中点連結定理＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜相似＞ 　　　　　　　　＜相似の利用①－線分の長さと比－＞

【発展】
放物線と直線の
交点

相似な図形
相似な図形

相似な図形
平行線と比
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中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：3 問題数：基本15,標準15,挑戦15
相似な図形の面積比、相似な立体の表面積の比、

相似な立体の体積比の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
相似な多角形の相似比と面積比

などの解説・確認問題

ステープラ
オリジナル問題を簡単な操作で作成

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント12枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜相似な図形の面積比＞ ＜解説・相似な立体の表面積や体積の比＞ ＜お客様サポートサイト⇒ステープラ教材
　　　　　　　　　⇒中学３年生・数学　相似な図形＞

　　　　　　　　＜相似の利用②－面積の比－＞

教材数：8 問題数：基本40,標準40,挑戦40
円周角の定理、円周角と弧、直径と円周角、

円周角の定理の逆の問題を収録

解説教材：4 確認問題：4
円周角の定理、円周角と弧、

直径と円周角などの解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜円周角の定理の逆 (1) ＞ 　　　　＜確認・円周角と弧＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜円周角の定理＞ 　　＜円の性質①－円周角の定理/円周角の定理の逆－＞

教材数：2 問題数：基本10,標準10,挑戦10
円にひいた接線の長さ、円と相似の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
円の接線、相似な三角形と円

の解説・確認問題

（OP）プロジェクタ教材：3
電子黒板などでご利用いただく提示用教材

ひとつずつ確認しながら解説

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント10枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　＜円にひいた接線の長さ＞ 　　　　　＜解説・円の接線＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜円周角＞ 　　　　＜相似の利用③－面積の比と関数/円と相似－＞

相似な図形
相似な図形の
面積と体積

円
円周角の定理

円
円周角の定理の
利用
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中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：3 問題数：基本15,標準15,挑戦15
三平方の定理、三平方の定理の逆の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
三平方の定理、三平方の定理の逆

の解説・確認問題

（OP）アニメーション教材
斜辺の長さで作成した正方形の面積と、残り２辺の長さで

作成した正方形の面積が、同じになることを示す

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント6枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜三平方の定理 (1)＞ ＜解説・三平方の定理の逆＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜三平方の定理＞ 　　　　　　　＜三平方の定理
　　　　　　　　　－三平方の定理の証明/三平方の定理の逆－＞

教材数：9 問題数：基本45,標準45,挑戦45
三平方の定理の利用の問題を収録

解説教材：3 確認問題：3
単位の間の関係などの

解説・確認問題

（OP）ニューワイド学習百科事典
百科事典でさらに詳しく調べる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント42枚

　　　　　　　　　　　　＜三平方の定理の利用 (最短距離)＞ ＜確認・2点間の距離＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜三平方の定理＞ 　　　　　　＜三平方の定理と平面図形①
　　　　　　　　　　　－特別な直角三角形/二等辺三角形と台形－＞

教材数：2 問題数：基本10,標準10,挑戦10
全数調査と標本調査、母集団と標本の問題を収録

解説教材：2 確認問題：2
全数調査と標本調査
などの解説・確認問題

（先生機能）図版集：5
提示や教材作成に図版集を利用できる

（OP）中学校プリントパック
単元別プリント4枚

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜母集団と標本＞          ＜解説・標本調査の方法＞ 　　　　　　＜標本調査の方法(2)＞ 　　                     　　　　　　　　＜標本調査＞

三平方の定理
三平方の定理

三平方の定理
三平方の定理の
利用

標本調査
標本調査
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中学３年　数学　（東京書籍） 単元別コンテンツ一覧

単元 ドリル教材 解説教材・確認問題 ライブラリ （OP）プリント教材

教材数：1 問題数：基本5,標準5,挑戦5
母集団の推定の問題を収録

解説教材：1 確認問題：1
標本調査の利用の

解説・確認問題

（OP）全国高校入試問題過去問ＤＢ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜母集団の推定＞ ＜確認・標本調査の利用＞ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜単元検索：標本調査＞

標本調査
標本調査の利用

7/7 (OP)オプションコンテンツ


