
☆ 多項式の加法・減法☆ 多項式の加法・減法

（同類項）（同類項） ⽂⽂字字のの部部分分がが同同じじででああるる項項をを同同類類項項とといいうう。。

    77xx  とと−− 44xx  ,,   22yy  とと  44yy  はは同同類類項項

                                                        ①①  項項をを並並べべかかええるる

                                                              ②②  同同類類項項ををままととめめるる
ここのの同同類類項項はは,,１１つつににままととめめるるここととががででききるる。。

           77xx ++ 22yy −−44xx ++ 44yy

==    77xx −− 44xx ++ 22yy ++ 44yy

==   (( 77 −− 44 ))xx ++ ((22 ++ 44))yy

==    33xx ++ 66yy
（多項式の加法・減法）（多項式の加法・減法）

・・多多項項式式のの加加法法：：すすべべててのの項項をを加加ええてて同同類類項項ををままととめめるる。。

・・多多項項式式のの減減法法：：ひひくく式式のの各各項項のの符符号号をを変変ええてて, , すすべべててのの項項をを加加ええるる。。

        ((33aa −− 22bb))++((44aa ++ 33bb))

== 33aa −− 22bb ++ 44aa ++ 33bb

== 33aa ++ 44aa −− 22bb ++ 33bb

== 77aa ++ bb

      ((xx −− 22yy)) −−((22xx −− 33yy))

== xx −− 22yy −−22xx ++ 33yy

== xx −− 22xx −− 22yy ++ 33yy

== −−xx ++ yy

（多項式と数の乗法・除法）（多項式と数の乗法・除法）

・・多多項項式式とと数数のの乗乗法法：：分分配配法法則則をを使使っってて, , 多多項項式式のの各各項項にに数数ををかかけけるる。。

・・多多項項式式とと数数のの除除法法：：多多項項式式のの各各項項をを数数ででわわるる。。

（かっこをふくむ式の計算）（かっこをふくむ式の計算）

       −−44 ((22xx −− yy ++ 33))

== −−44×× 22xx −−44×× ((−−yy)) −−44×× 33

== −−88xx ++ 44yy −− 1212

(1)(1)

(1)(1) (2)(2)

(2)(2)      ((2424aa −− 1212bb)) ÷÷66

== 2424aa ÷÷66 −− 1212bb ÷÷66

== 44aa −− 22bb

          33((xx −− 22yy))−−22((xx −− 33yy))    

        
          33xx −− 66yy −− 22xx ++ 66yy      

              
          33xx −− 22xx −− 66yy ++ 66yy              

  
          xx

    ①①  かかっっここををははずずすす
         −−

== −−

==

==

==

33xx−−22yy

33

22xx−−55yy

55

55 (( 33xx−−22yy ))

1515

33 (( 22xx−−55yy ))

1515

55 (( 33xx−−22yy )) −−33 (( 22xx−−55yy ))

1515

1515xx−−1010yy−−66xx++1515yy

1515

99xx++55yy

1515

（分数をふくむ式の計算）（分数をふくむ式の計算）

   ==

   ==

   ==

    ②②  項項をを並並べべかかええるる

    ③③  同同類類項項ををままととめめるる

                                      ①①  通通分分すするる

                                      ②②  分分数数をを１１つつににすするる

              ④④  同同類類項項ををままととめめるる

              ③③  かかっっここををははずずすす

デジタル板書データ（youtube動画）デジタル板書データ（youtube動画）

『同類項と多項式の計算（基礎）』『同類項と多項式の計算（基礎）』

動画QRコード動画QRコード
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・・      ①①     のの和和のの形形でで表表さされれたた式式をを     ②②     とといいうう。。

・・ 数数やや⽂⽂字字ににつついいてて乗乗法法だだけけででででききてていいるる式式をを,,     ①①     とといいうう。。

・・      ②②     のの項項のの中中でで, , 同同じじ種種類類のの⽂⽂字字がが同同じじ個個数数だだけけ掛掛けけ合合わわさされれてていいるる項項どどううししをを

     ③③     とといいうう。。

・・      ②②     でではは,,各各項項のの     ④④     ののううちちででももっっとともも⾼⾼いいももののががそそのの式式のの     ④④     ででああるる。。

  次次のの           ににああててははままるる語語句句やや記記号号をを書書きき⼊⼊れれななささいい。。

22  次の式の同類項をまとめて簡単にしなさい。 次の式の同類項をまとめて簡単にしなさい。

(1)(1) 77xx ++ 33yy −− yy −− 66xx (2)(2) 33xx22 −− 33xx ++ 55xx −− xx22 (3)(3) 55aa ++ 33bb ++ 22aa

(4)(4) xx ++ yy ++ xx −− yy11

44
11

33
44

33

33

(1)(1) 33xx     ①①     22yy     ②②     66xx     ③③     44yy == −−33xx ++ 22yy

  次次のの計計算算のの答答ええががああううよよううにに, ,      にに+, +,  −−ををああててははめめななささいい。。

(2)(2) aa22     ④④     44aa     ⑤⑤     44aa22     ⑥⑥     22aa == 55aa22 −− 66aa

44  次の計算をしなさい。 次の計算をしなさい。

(1)(1) ((xx ++ 22yy))++((44xx −− 33yy)) (2)(2) ((22xx ++ 55yy))−−((33xx −− 22yy)) (3)(3) ((33aa22 −− 22aa))−−((44aa22 −− 33aa))



55  次の 2 つの式をたしなさい。また, 左の式から右の式をひきなさい。 次の 2 つの式をたしなさい。また, 左の式から右の式をひきなさい。

(1)(1)     22xx ++ 33yy    ,,     44xx ++ 55yy (2)(2)    −− 22aa ++ 33bb −− 11    ,,      −− 33aa ++ 22bb ++ 22

66  次の計算をしなさい。 次の計算をしなさい。

(1)(1) ((xx ++ 22yy)) ×× 22xx (3)(3) 55((xx ++ 33yy)) −− 22((xx ++ 44yy))(2)(2) ((66aa −− 1818bb)) ÷÷ ((−−66))

(4)(4) −−
xx−−yy

22

xx++33yy

33


