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0% 解いた問題を正解できた割合

0% 解けなかった問題を解けるようにした割合

●水色に反転しているプリント№をクリックすることで，教材サンプルをご覧になれます。

【基準】　○　すべて解けた，　×　解けない問題があった　（「／」は学習を省略した問題です）

№ ページ 問題

１・ベクトルと図形  ↓青色は習得，緑色はリカバリ習得，黄色は未習得

(1) 分点の位置ベクトル 1 (3/8) ＣＨ

　分点の位置ベクトル (4/8) 【１】

　位置ベクトルが表す点の位置 【２】

(6/8) ＣＨ

(7/8) 【３】

(8/8) 【４】

(1) 三角形の重心 2 (4/9) ＣＨ

　三角形の重心 (5/9) 【1】

　三角形の重心／証明問題 (6/9) 【2】

(7/9) 【３】

(8/9) 【４】

(9/9) 【５】

＊補充問題＿三角形の重心 2h (1/1) 【１】

(2) 一直線上にある３点① 3 (3/5) ＣＨ

　一直線上にある３点／三角形 (4/5) 【１】

(5/5) 【２】

一直線上にある３点② 4 (3/5) ＣＨ

　一直線上にある３点／平行四辺形 (4/5) 【１】

(5/5) 【２】

(3) ２直線の交点 5 (3/7) ＣＨ

　２直線の交点 (4/7) 【１】

(5/7) 【２】

(6/7) 【３】

(7/7) 【４】

* 三角形の垂心 6 (2/4) ＣＨ

　三角形の垂心 (3/4) 【１】

(4/4) 【２】

(1) ベクトルｄに平行な直線 7 (1/5) ＣＨ

　ベクトルｄに平行な直線のベクトル方程式 (3/5) ＣＨ

(4/5) 【１】

(5/5) 【２】

(2) ２点Ａ(ａ)，Ｂ(ｂ)を通る直線 8 (3/5) ＣＨ

　２点を通る直線のベクトル方程式 (4/5) 【１】

(5/5) 【２】

(3) ベクトルｎに垂直な直線 9 (3/5) ＣＨ

　ベクトルｎに垂直な直線 (4/5) 【１】

(5/5) 【２】

◇発展問題＿ 9s (2/3) ＣＨ

垂直二等分線のベクトル方程式 (3/3) 【１】
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(4) ２直線のなす角 10 (3/5) ＣＨ

　２のなす角 (4/5) 【１】

(5/5) 【２】

(5) 円のベクトル方程式① 11 (2/6) ＣＨ

　円のベクトル方程式① (3/6) 【１】

　２点を直径の両端とする円のベクトル方程式 【２】

(4/6) 【３】

【４】

(6/6) 【５】

円のベクトル方程式② 12 (2/3) ＣＨ

　円のベクトル方程式② (3/3) 【１】

(6) ベクトル方程式の表す図形① 13 (2/6) ＣＨ

　ベクトル方程式の表す図形① (3/6) 【１】

(4/6) 【２】

(5/6) 【３】

(6/6) 【４】

ベクトル方程式の表す図形② 14 (2/4) ＣＨ

　ベクトル方程式の表す図形② (3/4) 【１】

(4/4) 【２】

◇発展問題＿ 14s (1/6) 【１】

(2/6) 【２】

(3/6) 【３】

(4/6) 【４】

(5/6) 【５】

(6/6) 【６】

(7) ベクトルの終点の存在範囲① 15 (3/4) ＣＨ

　基本型１　ｓ＋ｔ＝１ (4/4) 【１】

ベクトルの終点の存在範囲② 16 (2/3) ＣＨ

　基本型２　ｓ＋ｔ＝１，ｓ≧０，ｔ≧０ (3/3) 【１】

ベクトルの終点の存在範囲③ 17 (2/3) ＣＨ

　基本型３　ｓ＋ｔ≦１，ｓ≧０，ｔ≧０ (3/3) 【１】

ベクトルの終点の存在範囲④ 18 (2/4) ＣＨ

　基本型４　０≦ｓ≦１，０≦ｔ≦１ (3/4) 【１】

(4/4) 【２】

◇発展問題＿ 18s (2/5) ＣＨ

解法２ (3/5) 【１】

(4/5) 【２】

(5/5) 【３】

* ベクトルの終点の存在範囲⑤ 19 (2/4) ＣＨ

　特殊型１　ｔ＝０，－１≦ｓ≦２ (3/4) 【１】

(4/4) 【２】

ベクトルの終点の存在範囲⑥ 20 (2/4) ＣＨ

　特殊型２　５ｓ＋２ｔ＝３ (3/4) 【１】

　（Cｆ：№１５型） (4/4) 【２】

ベクトルの終点の存在範囲⑦ 21 (2/4) ＣＨ

　特殊型３　５ｓ＋２ｔ＝３，ｓ≧０，ｔ≧０ (3/4) 【１】

　（Cｆ：№１６型） (4/4) 【２】

ベクトルの終点の存在範囲⑧ 22 (2/6) ＣＨ

　特殊型４　１≦ｓ＋ｔ≦２，ｓ≧０，ｔ≧０ (3/6) 【１】

(4/6) 【２】

(5/6) 【３】



(6/6) 【４】

◇発展問題＿ 22s (1/2) 【１】

１≦ｓ＋ｔ≦２ (2/2) 【２】

｜トップページへ｜

●山形・東原教室では，上の■項目■の中から，学習したいものだけを選んで指導を受けることができます。

●最初からすべての項目の指導を受けることもできます。


