
【FdData中間期末：中学理科1年地層】 
 [地層のできかた] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[れき・砂・泥の沈む順] 
[問題] 
 れき・砂・泥が

同時に堆積する場

合，粒のX(大き／

小さ)いものほど早く沈む。したがって，

下にあるほど粒が(X)く，下から，れき→
砂→泥の順で堆積する。文中の X の

(  )内から適語を選べ。 
 
[解答]大き 
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[解説] 
 
 
 
 
 
れき・砂・泥が同時に堆積

たいせき

する場合，粒

の大きいものほど早く沈む。したがって，

下から，れき→砂→泥の順で堆積する。 
※出題頻度：「下から，れき→砂→泥の

順で堆積△」 
 
 



[問題](3学期) 
ある湖の底に堆積してできた地層の特

徴を次のア～エから選べ。 
ア 上の方も下の方も全体的に，細かい

粒でできた地層となる。 
イ 上の方も下の方も全体的に，大きい

粒でできた地層となる。 
ウ 上のほうは小さい粒で，下のほうは

大きい粒でできた地層となる。 
エ 上のほうは大きい粒で，下のほうは

小さい粒でできた地層となる。 
 
[解答]ウ 



[問題](3学期) 
図Aではプラスチックの容器に水と砂

とれきを混ぜた土砂を入れ，よくふって

かき混ぜ，すばやく水平な場所に置いた。

B では，円筒の容器に水を入れ，上から

砂とれきを混ぜた土砂を落とした。次の

各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A では，容器の底には砂とれきのど

ちらが積もっているか。 



(2) B では，砂とれきのどちらが早くし

ずむか。 
(3) 流れの静かな海で土砂が堆積する場

合，1 つの層の中で，粒の大きさに

どのようなちがいが見られるか。簡

単に答えよ。 
 
[解答](1) れき (2) れき 
(3) 層の下部ほど粒が大きい。 
 



[陸地に近い海での地層のできかた] 
[問題] 
 次の文章中の①，②の(  )内からそ

れぞれ適語を選べ。 
 
 
 
 
 
 
 

 流れる水のはたらきで海岸まで運ばれ

てきた土砂は，粒の①(大きい／小さい)
ものから海岸に近いところに堆積するの

で沖に向かって粒の大きさは②(大きく

／小さく)なる。このため，海岸から沖に

むかって，れきと砂(右図 a)→細かい砂

(b)→泥(c)の順で堆積する。 
 



[解答]① 大きい ② 小さく 
[解説] 
 
 
 
 
 
流れる水のはたらきで海や湖まで運ばれ

てきた土砂
ど し ゃ

は，粒の大きいものから海岸

に近いところに堆積
たいせき

するので沖
おき

に向かっ

て粒の大きさは小さくなる。このため，

海岸から沖にむかって，れきと砂→細か

い砂→泥の順で堆積する。沖まで運ばれ

た土砂は，大きな粒から先にしずんで地

層をつくる。そのため，ひとつの地層の

中で粒の大きさが変化している。陸地か

らはるか遠くはなれた大洋の海底には，



特別な場合を除いてれきや砂や泥はほと

んど運搬されない。そのような場所では，

海中のプランクトンの死がいなどが堆積

して地層ができる。 
※出題頻度：「れきと砂→細かい砂→泥

の順で堆積〇」 
 



[問題](1学期中間) 
次の図は，流れる水のはたらきで海に

運ばれてきた土砂の堆積のようすを表し

ている。 
図の A，B，C にたい積するものを，下

の[  ]からそれぞれ選べ。 
 
 
 
 
 
[ 泥 れきと砂 細かい砂 ] 
 
[解答]A れきと砂 B 細かい砂 C 泥 



[問題](1学期中間) 
次の図は，河口付近の地形を模式的に

表したものである。大雨のときなどに河

口付近では，れき・砂・泥がどのように

堆積すると考えられるか。次のア～ウか

ら1つ選べ。 
 
 
 
 
 
 
[解答]ア 
 



[問題](3学期) 
右の図は，れきの層のスケッチである。

この地層は，海底のどのような場所で堆

積したものと考えられるか。ア～ウから

選び，記号で答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア 河口近くの海底 
イ 沖のほうの海底 
ウ 深海の海底 
 
[解答]ア 
 



[問題](入試問題) 
 川によって海に運ばれた土砂はわかれ

て堆積する。一般に，砂・泥・れきが混

ざった土砂が海に流れ込んだとき，海底

にはどのように堆積するか，わかれて堆

積しているようすをかけ。ただし，砂は

，泥は ，れきは で示すこと。 
 
 
 
 
 
 
 

(富山県) 

 

[解答]  



[問題](3学期) 
 図1は，付近に火山がある海辺を示し，

図 2 は，図 1 の海岸近くの海底A，B，
Cの地層のようすを，A，B，Cの順序に

関係なく並べ，柱状図で示したものであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) 柱状図イでは，他の柱状図と比べて，

泥の層が厚い。このことから，イは

他と比べて海岸に近いところか，海

岸から遠いところか。 
(2) 海岸にもっとも近い海底Aの地層を

示す柱状図は，ア～ウのどれか。 
(3) 離れた場所にある地層でも，同年代

に堆積したことを証明する地層を，

図 2 のれき，砂，泥，火山灰の中か

ら選べ。 
 
[解答](1) 遠いところ (2) ウ 
(3) 火山灰 



[解説] 
 
 
 
 
 
(1) 運ばれた土砂は，粒の大きいものほ

ど早く沈み，粒の小さいものほど流れに

のって沖へ運ばれる。このため，海岸近

くには，れきや砂が，河口から離れた沖

などには泥が堆積する。したがって，泥

の層が厚いイは他と比べて海岸から遠い

ところであると考えられる。 
(2) 海岸近くには，れきが堆積するので，

海岸にもっとも近い海底Aの地層を示す

柱状図はウである。 
 



(3) 火山の噴火による火山灰は，広い範

囲に短時間に堆積する。離れた場所の地

層を調べるときには，この火山灰の層(
凝灰岩
ぎょうかいがん

の層)がよい目印になる。このよ

うな地層を「かぎ層」という。 
 
 



[問題](後期期末) 
 右の図は，あ

る地域でおこ

なったボーリ

ングによって

得られた試料

をもとにして

作成した柱状図である。図のAの部分が

堆積したとき，この地点は河口からの距

離が変化したと考えられる。この地点の

河口からの距離はどのように変化したか。

簡単に説明せよ。 
 
[解答]河口から遠くなっていった。 



[解説] 
れきは海岸に近い浅い海で，泥は海岸か

ら離れた深い海に堆積する。地層は，通

常，下の部分ほど古いので，れきと砂の

層(浅い海)→砂の層→泥の層(深い海)と
変化していったことがわかる。したがっ

て，河口から遠くなっていったと判断で

きる。河口から遠くなって水深が深くな

った原因は，土地の沈降などが考えられ

る。 
 

 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 
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【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 

http://www.fdtext.com/dp/qanda_k.html
http://www.fdtext.com/dp/seihin.html
mailto:info2@fdtext.com

