「塾で教える高校入試 数学 公式集 100」の利用法
① まずは公式を確認。続いてその公式の使い方・導き出し方などが書いてある部分を読
み、しっかり理解する。
② 理解したら公式を暗記する（公式だけ暗記しても、真の実力はつかない！）
。
③ 入試問題にチャレンジ。このとき、必ず解答部分は隠し、ノートに自分の力だけで解
いてみる。
④ 解答を確認。ミスした問題は解説をしっかり読み、どこが間違えたかの分析をする。
⑤ ①～④を最低 3 回は繰り返す。
※ 入試直前の使用方法
①､②の後、頭の中で入試問題の解法を考え、すぐに解答を確認。
解答が全く浮かばなかった問題番号にチェックを入れ、一通り終わってから
チェックを入れた問題を重点的に読み返す。
勉強しやすいように、すべての公式の重要度を A､B､C の 3 ランクに分類しています。

入試頻出！
公立高校志望者は必ず覚え
て使えるようにする公式。

公立独自入試問題高校、
国・私立高校志望者は、必
ず覚えて使えるようにする
公式。

最難関国私立高校志望者
は、できれば押さえておき
たい公式。

― クリアファイルの利用 ―
B5 のクリアファイルを用意し、1 枚のビニールファイルに裏表 2 枚の公式を入れます。
こうすることで持ち運び可能となり、勉強のしやすさが格段に UP します。
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平面図形① 比の移動
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平面図形③ 平行線の作る相似
平面図形④ 直角三角形の相似
平面図形⑤ 中点連結定理
平面図形⑥ 中点四角形
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平面図形⑧ 外角の二等分線の性質
平面図形⑨ 重心
平面図形⑩
代表的な相似形の線分の長さ
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頻出公式 57 平面図形⑫ チェバの定理
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頻出公式 78 円⑬ 方べきの定理
頻出公式 79 三平方の定理① 3 辺比
頻出公式 80 三平方の定理②
三角定規の角をもつ三角形の面積
頻出公式 81 三平方の定理③ ヘロンの公式
頻出公式 82 三平方の定理④ 2 点間の距離
頻出公式 83 最短距離
頻出公式 84 空間図形① 直方体の対角線の長さ
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頻出公式 95 空間図形⑫ 正四面体の内接球・外接球
頻出公式 96 整数問題（1）倍数判定法
頻出公式 97 整数問題（2）
最大公約数・最小公倍数①
頻出公式 98 整数問題（3）
最大公約数・最小公倍数②
頻出公式 99 整数問題（4）約数の個数・総和
頻出公式 100 規則性 等差数列

