
 

 

4 因数分解② (x+a)(x+b) 

次の式を因数分解しよう。 

① x2+3x+2 

 

 

 

② x2+5x+6 

③ x2+9x+14 

 

 

 

④ x2－5x－6 

 

 

5 因数分解③ (x±a)2  

次の式を因数分解しよう。 

① x2+6x+9 

 

 

 

② x2-4x+4 

③ a2+2a+1 

 

 

 

④ x2－12x+36 

 

 

6 因数分解④ (x+a)(x－a) 

次の式を因数分解しよう。 

① a2－64 

 

 

 

② a2－100 

③ x2－25 

 

 

 

 

 

  



第３学年 理科（特別プリント） NO.4-1 

３年   組  番 名前：             

＜課題＞ 

 

今日は４月３０日（木）ですね。まさか、これに取り組んでいるのが５月じゃない

ですよね？！今日は４月３０日ですよね？！ 

では、本日の理科はワークｐ１２０・１２１（１）～（１７）を課題としています。

今まで同様にワークに直接書き込んでも OK、ルーズリーフに書いても OK、家庭学

習ノートに取り組んでも OK、プリントを印刷して以下のドリルに練習しても OK で

す。とにかくｐ１２０、Ｐ１２１の内容ができれば良いのです。 

ただし、ミニテスト・一問一答と同様に提出です。 

 

＜練習用ドリル＞ 

（１）草食動物の目が顔の横についているのは、どのような点で都合がよいか。 

 

 

（２）肉食動物の犬歯は、どのようなはたらきをしているか。 

 

 

（３）熱いものに触って、思わず手を引っ込めてしまう反応は、どのようなことに役立っているか。 

 

 

（４）唾液のはたらきを調べる実験の操作で、唾液とデンプンのりを入れた試験管を、４０℃の湯につける 

理由は何か。 

 

 

（５）小腸の内側の壁の表面には、たくさんの柔毛が見られる。このことで、どのような利点があるか。 

 

 

（６）冬、外の気温と部屋の気温差が大きいとき、窓ガラスがくもるのはなぜか。 

 

 

記述ポイントを総復習しよう 

 

 

 

 

 

 



第３学年 理科（特別プリント） NO.4-2 

（７）一般に、晴れの日に気温が上がると湿度が下がるのはなぜか。「空気中にふくまれる水蒸気の量」と 

「飽和水蒸気量」という２つの言葉を使って書きなさい。 

 

 

 

（８）高気圧のときには天気はどうなることが多いか。また、それはなぜか。 

 

 

（９）寒冷前線が通過すると、地上での気温、風向はどのように変化するか。 

 

 

（１０）日本付近で、天気が西から東へ変わることが多い理由は何か。 

 

 

（１１）冬に北西の季節風がふくことにより、日本海側・太平洋側ではそれぞれどのような天気になりやすいか。 

 

 

（１２）水の電気を分解で、陰極側に集まった気体が水素であることを調べる方法は何か。 

 

 

（１３）炭酸水素ナトリウムを加熱するとき、試験管の口を底より少し下げて加熱する理由は何か。 

 

 

（１４）（１３）の実験で、発生した気体を水上置換法で集めるとき、１本目の試験管に集まった気体は 

使わない理由は何か。 

 

 

（１５）酸化銅と炭素の粉末を混ぜて加熱し、酸化銅を還元する実験で、反応が終わったら加熱するのをやめ、 

ゴム管を目玉クリップで止めるのはなぜか。 

 

 

（１６）（１５）の実験で、反応が終わった後、石灰水からガラス管を抜いてからガスバーナーの火を消す 

理由は何か。 

 

 

（１７）スチールウールを空気中で燃やすと、質量が増加する理由は何か。 

 

 

 

答えは次のページにあります。（８）は問題と答えの表現をワークと変えています。余裕がある人は残り５問も。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３学年 理科（特別プリント） NO.練習ドリルの答え（例） 

（１）まわりをよく見わたせ、敵を見つけやすい点 

（２）獲物をしとめる。 

（３）危険から体を守る。 

（４）体温くらいの温度に保つため。 

（５）小腸の表面積が大きくなり、栄養分を効率よく吸収できる。 

（６）窓ガラス付近の空気が冷やされて、露点以下の温度になり、空気中の水蒸気 

が水滴になって窓ガラスにつくため。 

（７）空気中にふくまれる水蒸気の量は変化しないが、気温の上昇によって 

飽和水蒸気量が大きくなるため。 

（８）下降気流を生じやすく雲ができにくいため、くもりや雨になることが多い。 

（９）気温が急激に下がり、風向は南よりから北よりに変わる。 

（１０）日本付近の上空で偏西風がふいているため。 

（１１）日本海側は多量の雪が降り、太平洋側は乾燥した晴天になることが多い。 

（１２）マッチの火を近づける。 

（１３）試験管の口付近に発生した水（液体）が加熱部分に流れて、試験管が 

割れるおそれがあるため。 

（１４）加熱した試験管の中にあった空気が出てくるため。 

（１５）試験管に空気が入って、銅が酸化されないようにするため。 

（１６）石灰水が吸い込まれて試験管が割れるのを防ぐため。 

（１７）空気中の酸素と結びつくため。 



1 Mt. Kilimanjaro is higher than Mt. Fuji. キリマンジャロ山は富士山よりも高いです。

2 Angel Falls is the highest in the world. エンジェルの滝は世界で最も高いです。

3 This book is more interesting than that one. この本はあの本よりも面白いです。

4 This book is the most interesting of the five. この本は5冊の中で最も面白いです。

5 Ben is as old as Hiro. ベンはヒロと同じくらいの年です。

6 Ben can run as fast as Hiro. ベンはヒロと同じくらい速く走れます。

7 I can run faster than Ben. 私はベンよりも速く走れます。

8 I like anime better than Western animation. 私は西洋のアニメーションよりもアニメの方が
好きです。

9 I can run (the) fastest in my class. 私はクラスで一番速く走れます。

10 I like "ONE PIECE" (the) best. 私は「ワンピース」が一番好きです。

11 If we leave now, we'll arrive there by noon. もし私たちが今出発したら、そこに正午までに
は到着するでしょう。

12 We'll arrive there by noon if we leave now. 上に同じ。（ifを後ろにする）

13 Because I was sick, I stayed home yesterday. 私は具合が悪かったので、昨日家にいました。

14 I stayed home yesterday because I was sick. 上に同じ。（becauseを後ろにする）

２年次の目標文のまとめ ⑤　【４月３０日（木）】
２年次のライティングノートの余りに１～１4番の英文を一通り書いて練習する。

これを最低２周はやりましょう！自主的に３周以上やってもいいです。

【やり方】次の①②の好きな方を選択してやりましょう。
パターン①　１周目・２周目とも声に出して、日本語で意味を確認しながら英文を写して練習する。
　　　　　　※ただし、重要箇所の下に二重下線が引いてあるので、マーカ－等で色を付けて確認する。
パターン②　１周目は意味を確認しながら英文を写して練習。２周目は日本語だけを見て英文を書く。
　　　　　　※２周目の挑戦で、書けなかったところは確認して赤で正しいものを写すとなお良いです。

QRコードを読み込むと文法の解説動画が見られます。
自分で更に学習を進める時の参考にしてください。
「①動画を見る②問題にチャレンジ」という流れでやるといいと思います。

https://www.eboard.jp/content/54/
1 ページ



技-教 P.28～P.29（金属の特徴） 

 

３年   組    番   名前             

 

☆教科書を見て空欄に当てはまる言葉や表を完成させよう。 

 

・金属のほとんどは、常温では固体で、外からの力や熱に対して強い材料です。金属に外からの力

を加えると、力が小さい間は力を除くと元の形に戻ります。このような性質を（①      ）

といいます。外から加える力が大きくなると、変形したまま元の形に戻らなくなります。このよう

な性質を（②       ）といいます。塑性のうち、たたくと広がり薄くなる性質を

（③      ）、引っ張ると延びて細くなる性質を（④      ）といいます。金属はほ

かの材料と比べて塑性による変形がしやすいという特徴があります。塑性により変形した部分の組

織が変化してかたくなることを（⑤      ）といいます。このような金属の塑性を利用し、

力を加えて変形させて加工する方法を（⑥      ）といいます。 

 

・金属は加熱されて高温になると溶けるという性質があります（⑦      ）溶かした状態で

ほかの金属や元素を加え、冷却して固めると、元の金属と異なる特徴をもつ金属が得られ、これを

（⑧      ）といいます。私たちの身の周りの金属のほとんどは合金です。また、溶けた金

属を型に流し込んで固める加工法を（⑨      ）といいます。 

 

・一般的に鉄とよばれる鉄鋼材料は、鉄と炭素の合金で、（⑩      ）によって鋼と鋳鉄に

大別できます。このうち、鋼は炭素含有量に応じた特有の温度で加熱や冷却の操作を行うことで、

目的に応じた性質に変えることができます。このような操作を（⑪      ）といいます。鋳

鉄は溶けやすいので、鋳造に使用されています。鉄鋼材料は、強く安価で加工しやすいことなどか

ら、人間にとって重要な金属材料の１つといえます。一方、鉄鋼材料は（⑫      ）ので使

用するにあたっては塗装やめっきなどによる（⑬      ）が必要になります。 

 

 

 熱処理の方法 熱処理後の性質 

焼き入れ ⑭ ⑰ 

焼き戻し ⑮ ⑱ 

焼きなまし ⑯ ⑲ 

 

 

 



技-教 P.28～P.29（金属の特徴） 

 

３年   組    番   名前   解 答 用 紙      

 

☆教科書を見て空欄に当てはまる言葉や表を完成させよう。 

 

・金属のほとんどは、常温では固体で、外からの力や熱に対して強い材料です。金属に外からの力

を加えると、力が小さい間は力を除くと元の形に戻ります。このような性質を（① 弾性  ）と

いいます。外から加える力が大きくなると、変形したまま元の形に戻らなくなります。このような

性質を（② 塑性  ）といいます。塑性のうち、たたくと広がり薄くなる性質を（③ 展性  ）、

引っ張ると延びて細くなる性質を（④ 延性  ）といいます。金属はほかの材料と比べて塑性に

よる変形がしやすいという特徴があります。塑性により変形した部分の組織が変化してかたくなる

ことを（⑤ 加工硬化  ）といいます。このような金属の塑性を利用し、力を加えて変形させて

加工する方法を（⑥ 塑性加工  ）といいます。 

 

・金属は加熱されて高温になると溶けるという性質があります（⑦ 溶融性  ）溶かした状態で

ほかの金属や元素を加え、冷却して固めると、元の金属と異なる特徴をもつ金属が得られ、これを

（⑧ 合金  ）といいます。私たちの身の周りの金属のほとんどは合金です。また、溶けた金属

を型に流し込んで固める加工法を（⑨ 鋳造  ）といいます。 

 

・一般的に鉄とよばれる鉄鋼材料は、鉄と炭素の合金で、（⑩ 炭素含有量  ）によって鋼と鋳

鉄に大別できます。このうち、鋼は炭素含有量に応じた特有の温度で加熱や冷却の操作を行うこと

で、目的に応じた性質に変えることができます。このような操作を（⑪ 熱処理  ）といいます。

鋳鉄は溶けやすいので、鋳造に使用されています。鉄鋼材料は、強く安価で加工しやすいことなど

から、人間にとって重要な金属材料の１つといえます。一方、鉄鋼材料は（⑫ さびやすい  ）

ので使用するにあたっては塗装やめっきなどによる（⑬ 防食処理  ）が必要になります。 

 

 

 熱処理の方法 熱処理後の性質 

焼き入れ 
⑭鋼を高温に加熱して、水や油の中で

急に常温まで冷やす 
⑰ かたく、もろくなる 

焼き戻し 

⑮焼き入れした鋼を、焼き入れ温度よ

り低い温度に再加熱し、油や空気中

で冷やす 

⑱ 粘り強くなる 

焼きなまし 
⑯鋼を適切な温度に加熱し、炉の中で

ゆっくり冷やす 
⑲ やわらかくなる 

 

 

 



３学年家庭科課題① 

３学年では『住生活』について学習します。 

教科書を参考に、重要な語句などを予習しておきましょう。 

課題は昨年使用していた家庭科のノートの続きを使いましょう。 

 

教ｐ１５０～１５３ 

１ 住まいには必要な空間が大きく分類すると３つある。 

  家族が食事をしたり団らんしたりするための（①）、調理や洗濯をする（②）、 

入浴や排泄のための（③）がある。 

  また、空間の使い方から分類すると、家族みんなで使用する（④）、睡眠や勉強 

をするための（⑤）がある。 

 

２ 衛生上やプライバシーの確保の観点から、食事と就寝の場を分けることを『①』 

という。性別や年齢などによって寝室を分けることを『②』という。 

  （②例：子ども部屋、高校生の姉と中学生の弟の部屋を分ける など） 

 

３ あなたの住まいでは、みんなが快適に住まうためのルールはありますか？ 

  ３つ以上挙げましょう。 

  例：・トイレの便座は使用後閉じておく。（小松﨑家） 

 


