
☆ねらいと特色☆

★構成と使い方★

①�本書のシリーズ「Ｍｙ　Ｊｕｃｋ系統数学」は，従来の学習指導要領にとらわれない，中・高
一貫体制向けのカリキュラムに基づいて編集されたテキストです。

②�体系別に学習を進めることで，早い進度の先取り授業ができるようになり，早い段階で中学範
囲の学習を一通り終えて，高校受験～大学受験対策に多くの時間を割けるようになります。

③�体系的な学習により，学習内容を上手く整理できて理解力が高まるというメリットもあります。
自分の苦手な単元を把握し易くなり，効率良く学習を進めていくことができます。

④�一斉授業用テキストとしてはもちろん，個別学習用教材，家庭での予習・復習用教材としても
十分に役立つ幅の広い内容を持つことも特長の 1つです。

My Juck 系統数学　代数編Ⅰ



目次

1　正の数・負の数
１．正の数・負の数 � 4
（符号のついた数 /数直線と正負の数
の大小 /絶対値 /反対の性質をもつ量
の表し方）

２．正の数・負の数の加法・減法 � 8
（正負の数の加法①（同符号の加法）/
正負の数の加法②（異符号の加法）/
正負の数の減法 /加法・減法の混じっ
た計算）

３．正の数・負の数の乗法・除法 � 12
（正負の数の乗法 /３つ以上の数の乗
法 /累乗の計算 /正負の数の除法 /除
法と逆数 /乗法・除法の混じった計算）
実力養成問題

４．正の数・負の数の四則演算と応用
� 20
（加減乗除の混じった計算 /分配法則
の利用 /正の数・負の数の利用 /数の
範囲と四則）
実力養成問題
章末問題

2　文字の式
１．文字式の表し方 � 28
（文字式の表し方①（積の表し方）/
文字式の表し方②（同じ文字の積の表
し方）/文字式の表し方③（商の表し
方）/四則の混じった文字式の表し方）

２．数量の表し方 � 32
（数量の表し方① /単位の変換 /数量
の表し方② /式の値）
実力養成問題

３．文字式の計算 � 38
（項と係数，１次式 /同類項 / １次式
の加法・減法 /１次式と数の乗法・除
法）

４．文字式の利用 � 42
（いろいろな計算① /いろいろな計算
② /文字を使った公式 /規則性と文字
式）

５．素因数分解 � 46
（素因数分解 /素因数分解の利用）
実力養成問題
章末問題

3　方程式
１．等式と方程式 � 52
（等式 /不等式 / 方程式とその解 /等
式の性質と方程式）

２．方程式の解き方 � 56
（方程式の解き方① /方程式の解き方
② /方程式の解き方③ /方程式の解き
方④ /比例式と方程式 /解と方程式）
実力養成問題

３．方程式の利用⑴ � 64
（数に関する問題 /代金と個数に関す
る問題 /やりとりに関する問題 /過不
足に関する問題 /年齢に関する問題 /
平均に関する問題）

４．方程式の利用⑵ � 70
（速さに関する問題 /損益に関する問
題 /割合に関する問題 /濃度に関する
問題 /比を使った問題 /図形，動点に
関する問題 /時計に関する問題 /数の
規則性に関する問題 /図形の規則性に
関する問題）
実力養成問題
章末問題

4　連立方程式
１．連立方程式の解き方 � 84
（連立方程式と解 /加減法による解き
方① /加減法による解き方② /代入法
による解き方）

２．いろいろな連立方程式 � 88
（かっこのついた連立方程式 / 分数・
少数係数の連立方程式 /A=B=C型の
連立方程式 /解と連立方程式 /３元連
立方程式① /３元連立方程式②）
実力養成問題

３．連立方程式の応用⑴ � 96
（代金と個数による問題① /代金と個
数による問題② /速さに関する問題①
/速さに関する問題②）

４．連立方程式の応用⑵ � 100
（濃度に関する問題① /濃度に関する
問題② /割合に関する問題 /増減に関
する問題 /整数に関する問題 /いろい
ろな問題）
実力養成問題

目　　次
2



目次

章末問題

5　不等式
１．不等式の性質 � 110
（不等式の性質，不等式の解 /不等式
の解き方/かっこを含む不等式/少数・
分数を含む不等式）

２．不等式の応用 � 114
（不等式の応用① /不等式の応用②）

３．連立不等式 � 116
（連立不等式① /連立不等式② /連立
不等式の応用 /絶対値を含む方程式 /
絶対値を含む不等式）
章末問題

6　比例と反比例
１．比例と反比例 � 122
（関数 /変域 / 比例 / 比例の式 / 反比
例 /反比例の式）

２．座標 � 128
（点と座標 /点の移動 /三角形の面積
/中間の座標，２点間の距離）

３．比例と反比例のグラフ � 132
（比例のグラフ① / 比例のグラフ② /
反比例のグラフ① / 反比例のグラフ
②）

４．グラフと図形 � 136
（比例・反比例のグラフと図形 /比例
のグラフの利用 /比例・反比例の利用）
実力養成問題
章末問題

7　１次関数
１．１次関数とグラフ � 144
（１次関数 /１次関数の値の変化 /比
例のグラフと１次関数のグラフ /変化
の割合 /１次関数のグラフの傾きと切
片 /１次関数と変域）

２．直線の式と求め方 � 150
（傾きと１点がわかる直線の式 /２点
を通る直線の傾き /２点を通る直線の
式 /いろいろな直線の式）
実力養成問題

３．方程式とグラフ � 156
（２元１次方程式のグラフ /軸に平行
な直線の式 /連立方程式の解とグラフ

/２直線の交差の座標）
４．１次関数の応用 � 160
（座標平面上の図形の面積 /三角形の
面積を２等分する直線 /線分の長さ /
動点と図形の面積 /１次関数のグラフ
の利用）
実力養成問題
章末問題

実力錬成コーナー
1．正負の数 � 172
2．文字の式 � 176
3．文字式の利用 � 180
4．１次方程式の解き方⑴ � 184
5．�１次方程式の解き方⑵ � 188
6．１次方程式の応用⑴ � 192
7．１次方程式の応用⑵ � 196

スキルアップ①　並べ方の規則性
� 200

スキルアップ②　不等式の解き方
� 202

スキルアップ③　方程式を使う問題
� 204

スキルアップ④　１次関数の融合問題
� 206

重要事項の整理 � 208

〔★印のついた問題は，発展的な内容（学習指
導要領外の内容も含む）の問題です。〕

3



１章　正の数・負の数

正の数・負の数1
基　本　問　題

1

3

例

例

題

題

考え方

考え方

符号のついた数

数直線と正負の数の大小

ポイント

ポイント

4



正の数・負の数

問　題　練　習

コーチ

5



１章　正の数・負の数

基　本　問　題

10

12

例

例

題

題

考え方

考え方

絶対値

反対の性質をもつ量の表し方

ポイント

ポイント

6



正の数・負の数

問　題　練　習

コーチ

7



１章　正の数・負の数

実 力 養 成 問 題  A （P.4 〜 P.17）

18



正の数・負の数の乗法・除法

実 力 養 成 問 題  B （P.4 〜 P.17）

19



１章　正の数・負の数

章　末　問　題

ステップ 1

26



章　末　問　題

ステップ 2
27



184 発展・応用問題 185実力錬成コーナー

正負の数1 ○学習の要点
・正負の数の大小
・正負の数の計算
・正負の数の応用

基　本　練　習 要点チェック

172



184 発展・応用問題 185正負の数 173



186 発展・応用問題 187実力錬成コーナー

応　用　練　習

174



186 発展・応用問題 187正負の数

発展問題

175



スキルアップ

並べ方の規則性スキルアップ①

200



並べ方の規則性 201



解答と解説
かいとう かいせつ解答と解説
かいとう かいせつ



正の数・負の数1 章

４ページ １　正の数・負の数

５ページ

６ページ

７ページ

８ページ ２　正の数・負の数の加法・減法

− 2−



17 ページ

16ページ

18ページ 実力養成問題A

19 ページ 実力養成問題B

− 5−



20 ページ ４　�正の数・負の数の四則計算
と応用

21 ページ

22ページ

23ページ

− 6−



24 ページ 実力養成問題A

25 ページ 実力養成問題B

26 ページ 章末問題ステップ１

− 7−



27 ページ 章末問題ステップ２

− 8−



63

184,185ページ

186,187ページ

発展・応用問題

63

184,185ページ

186,187ページ

発展・応用問題

63

184,185ページ

186,187ページ

発展・応用問題

63

184,185ページ

186,187ページ

発展・応用問題

63

184,185ページ

186,187ページ

発展・応用問題

64

188,189ページ

190,191ページ

実力錬成コーナー

172,173 ページ ●基本練習

正負の数1

174,175 ページ ●応用練習

− 61−



64

188,189ページ

190,191ページ

64

188,189ページ

190,191ページ

64

188,189ページ

190,191ページ

64

188,189ページ

190,191ページ

64

188,189ページ

190,191ページ

65

192,193ページ

194,195ページ

文字と式2
176,177 ページ ●基本練習

178,179 ページ ●応用練習

− 62−



スキルアップ

200 ページ

201 ページ

スキルアップ①

202 ページ

203 ページ

スキルアップ②

− 68−


