


【単項式の次数と係数】

　　次の単項式の次数と係数をいえ。

　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

次数　　　　　係数　　　　　 次数　　　　　係数　　　　　

　   　　　　　　　　　　　　　　　

次数　　　　　係数　　　　　 次数　　　　　係数　　　　　

　　次の単項式で　内の文字に着目したとき，その係数と次数をいえ。

　  　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　

次数　　　　　係数　　　　　 次数　　　　　係数　　　　　

　  　　と

次数　　　　　係数　　　　　



【整式の整理】

　　次の整式は何次式か。

　    　　　　　　　　　　　　　　   

　　　　　　次式 　　　　　　次式

　　整式      は，次の文字に着目すると何次式か。また，その

ときの定数項は何か。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　と

　　　　　　次式 　　　　　　次式 　　　　　　次式

定数項　　　　　　 定数項　　　　　　 定数項　　　　　　

　　次の整式を，について降べきの順に整理せよ。

　  　　　　　

　    



【整式の加法と減法】

　　次の整式，について，とを計算せよ。

　  ，  

　    ，   

　　  ，  とする。次の式を計算せよ。

　　　　　　　　　　　　　　　

　

　 



【単項式の乗法】

　　次の式を計算せよ。

　    　　　　　　　　　　　　

　       　　　　　　　　　

　 
    　



【整式の乗法】

　　次の式を展開し，について降べきの順に整理せよ。
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　　次の式を展開せよ。

　  
   　　　　　　　　　

　  
 

　
     　　　　　　　

　
  

  



【展開の公式】

　　次の式を展開せよ。

　 
   　　　　　　　　　　　　 

   　　　　　

　    　　　　　　　　    　　　　　

　    　　　　　　　　　　   

　　次の式を展開せよ。

　    　　　　　　　　　    　　　

　    　　　　　　　　　　   

　    　　　　　　　　　   

　　次の式を展開せよ。

　 
    　　　　　　　　　　

　 
    　　　　　



【展開の工夫】

　　次の式を展開せよ。
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【共通因数による因数分解】

　　次の式を因数分解せよ。

　    　　　　　　　　　　　    

　　次の式を因数分解せよ。

　    　　　　　　　　　

　     



【因数分解の公式】

　　次の式を因数分解せよ。

　  　　　　　　　　　　　　  

　    　　　　　　　　　　　　   

　    　　　　　　　　　　　　　   

　　次の式を因数分解せよ。

　  　　　　　　　　　　　  　　　　

　  　　　　　　　　　　　　    　　　　

　    　　　　　　　　　　   

　　次の式を因数分解せよ。

　  　　　　　　　　　　　  

　  　　　　　　　　　　　  

　    　　　　　　　　　　   



【因数分解の工夫】

　　次の式を因数分解せよ。
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　　次の式を因数分解せよ。

　 

　  

　　次の式を因数分解せよ。

　    　　　　　

　    

　　次の式を因数分解せよ。

　　　　　     



【次式の展開】

　　次の式を展開せよ。

　 
  

　 
  



【因数分解の公式】

　　次の式を展開せよ。

　  
   　　　　　　　　　　  

  

　  
    　　　　　　　　  

   

　　次の式を因数分解せよ。
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