
【FdData中間期末：中学理科1年地層】 
 [堆積岩] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[れき岩・砂岩・泥岩] 
[問題] 
 堆積岩は粒の( ① )で区別すること

ができる。粒がもっとも大きいのはれき

岩(2mm以上)で，次が砂岩(0.06～2mm)
で，もっとも小さいのが泥岩(0.06mm以

下)である。これらの岩石の粒はまるみを

おびている。これは，流れる水のはたら

きで，( ② )がとれてまるくなったか

らである。文中の①，②に適語を入れよ。 
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[解答]① 大きさ ② 角 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
流れる水のはたらきで運搬

うんぱん

されることで，

れき，砂，泥は分別されて堆積
たいせき

する。そ

れらの堆積物は，さらにその上に積み重

なる堆積物の重みでおし固められ，長い

年月をかけて，れき岩
がん

，砂岩
さ が ん

，泥岩
でいがん

など

になる。れき岩，砂岩，泥岩は粒
つぶ

の大き

さで区別する。 



粒がもっとも大きいのはれき岩(2mm 以

上)で，次が砂岩(0.06～2mm)で，もっと

も小さいのが泥岩(0.06mm 以下)である。 
これらの岩石の粒はまるみをおびている。

これは，流れる水のはたらきで，角
かど

がと

れてまるくなったからである。 
※出題頻度：「粒の大きさで区別〇」「れ

き岩〇」「砂岩〇」「泥岩〇」 
「流れる水のはたらきで，角がとれてま

るくなった〇」 
 



[問題](1学期中間) 
 次は，れき岩，砂岩，泥岩を観察した

ときのスケッチである。これについて，

次の各問いに答えよ。 
 

 

 

 

 

(1) れき岩，砂岩，泥岩は粒の何によっ

て区別するか。 
(2) れき岩，砂岩，泥岩をつくる粒がま

るくなっている理由を，「流れる水」

「角」という語句を使って簡単に説

明せよ。 
[解答](1) 粒の大きさ (2) 流れる水の

はたらきで，角がとれてまるくなったか

ら。 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) れき岩，砂岩，泥岩は，ふくまれて

いる粒の何によって区別されるか。 
(2) 右の図の A，B は，それぞれ，れき

岩，砂岩，泥岩のうちのどれか。 
(3) れき岩，砂岩，泥岩をつくる粒の形

には，共通してどのような特徴があ

るか。 
 
[解答](1) 粒の大きさ (2)A 砂岩 B れ
き岩 (3) 粒がまるみを帯びていること。 



[解説] 
(2) 泥岩の粒は0.06mm以下であるので，

A と B は泥岩ではない。A の粒は 0.06
～2mmの間にはいるので砂岩である。B
の粒は 2mm 以上なのでれき岩であると

判断できる。 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 砂岩，れき岩，泥岩の粒がまるみを

帯びているのはなぜか。 
(2) 砂岩，れき岩，泥岩を粒が大きい順

に並べよ。 
(3) 次の図の A～C は，それぞれ，れき

岩，砂岩，泥岩のうちの何という岩

石か。 
 
 
 
 
 
(4) れき岩，砂岩，泥岩のうち，海岸に

近いところで積み重なってできたと

考えられる岩石はどれか。 



[解答](1) 流れる水のはたらきで，角がと

れてまるくなったから。 (2) れき岩，

砂岩，泥岩 (3)A 砂岩 B れき岩 
C 泥岩  (4) れき岩 
[解説] 
(2)(3) 粒が一番大きいBがれき岩で，次

に粒が大きいAが砂岩である。粒が一番

小さいCが泥岩である。 
(4) 流れる水のはたらきで海や湖まで運

ばれてきた土砂は，粒の大きいものから

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。したがっ

て，海岸に近いところで積み重なってで

きるのはBのれき岩である。 
 



[問題](後期中間) 
いろいろな岩石について，そのつくり

を調べた。次の図はそのスケッチである。

これについて各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図のア～エから，砂・泥・小石など

の堆積物が固まってできた岩石を 2
つ選び，記号で答えよ。 

(2) (1)のように判断した理由を「粒」と

いう語句を使って簡潔に答えよ。 



(3) 堆積岩X は，直径が 0.5mm～1mm
程度のまるみを帯びた粒が固まって

できていることが分かった。この堆

積岩Xは，泥岩，砂岩，れき岩のう

ちのどれか。 
 
[解答](1) イ，エ (2) 粒がまるみを帯び

ているから。 (3) 砂岩 
[解説] 
(1)(2) イはれき岩，エは砂岩である。ア

とウは火成岩である(アは火山岩，ウは深

成岩)。火成岩の粒は角張っているが，こ

れは，れき岩や砂岩と違って流れる水の

影響を受けていないためである。 
(3) 砂岩は，粒の大きさが0.06～2mmで

ある。 
 



[石灰岩・チャート] 
[問題] 
 生物の死がいなどが海底で堆積してで

きた堆積岩には( X )とチャートがあ

る。(X)にうすい塩酸をかけると，(X)は
とけて二酸化炭素が発生する。(X)は化石

をふくむことが多い。チャートは，鉄の

ハンマーでたたくと鉄がけずれて火花が

出るほどかたく，うすい塩酸をかけても

とけない。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]石灰岩 
[解説] 
 
 
 
 



生物の死がいなどが海底で堆積
たいせき

してでき

た堆積岩には石灰岩
せっかいがん

とチャートがある。

石灰岩はサンゴの骨格
こっかく

や貝殻
かいがら

が堆積して

できたもので(海水中の石灰分が堆積し

たものもある)，その主成分は炭酸カルシ

ウムという物質である。石灰岩にうすい

塩酸
えんさん

をかけると，石灰岩はとけて二酸化

炭素が発生する。また，石灰岩は化石を

ふくむことが多い。 
チャートの主成分は二酸化ケイ素(石英)
で，この成分を持つ放散

ほうさん

虫
ちゅう

・海綿
かいめん

動物な

どの動物の殻や骨片が海底に堆積してで

きた岩石である。チャートは，鉄のハン

マーでたたくと鉄がけずれて火花が出る

ほどかたく，うすい塩酸をかけてもとけ

ない。 
石灰岩やチャートは陸から遠くはなれた



太洋で堆積するので，砂や泥などの粒が

ふくまないことが多い。このような岩石

を生物岩ということもある。 
※出題頻度：「石灰岩◎」「うすい塩酸〇」

「二酸化炭素〇」「チャート〇」 
 
[問題](1学期中間) 
 生物の死がいなどが堆積して固まった

次の①，②の堆積岩の名前を答えよ。 
① うすい塩酸と反応して二酸化炭素を

発生させる堆積岩で，主成分は炭酸

カルシウムである。 
② ひじょうにかたい岩石で，うすい塩

酸と反応しない堆積岩で，主成分は

二酸化ケイ素である。 
 
[解答]① 石灰岩 ② チャート 



[問題](3学期) 
 石灰岩とチャートにうすい塩酸をかけ

て，反応のようすを調べた。このとき，

次の各問いに答えよ。 
(1) うすい塩酸と反応したのは石灰岩と

チャートのどちらか。 
(2) (1)で発生した気体は何か。 
 
[解答](1) 石灰岩 (2) 二酸化炭素 
 
[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 生物の死がいが固まってできた岩石

は 2 種類ある。その2 種類の名前を

答えよ。 
(2) (1)の2種類の岩石を区別するにはど

うしたらよいか。簡単に説明せよ。 



[解答](1) 石灰岩，チャート 
(2) うすい塩酸をかけると，チャートは

変化しないが，石灰岩はとけて二酸化炭

素が発生する。 
 
 



[問題](1学期中間改) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
 生物の死がいなどが海底で堆積してで

きた岩石には，石灰岩と( ① )がある。

石灰岩にうすい( ② )をくわえると

( ③ )という気体が発生するが，(①)
にうすい(②)をくわえても(③)は発生し

ない。石灰岩や(①)は陸から遠くはなれ

た太洋で堆積するので，砂や泥などの粒

をふくまないことが多く，その主成分は

生物の死がいなどである。このことから，

このような岩石を( ④ )ということも

ある。 
 
[解答]① チャート ② 塩酸 
③ 二酸化炭素 ④ 生物岩 
 



[凝灰岩] 
[問題](1学期中間) 
火山灰などが固まってできた岩石を何

というか。 
 
[解答]凝灰岩 
[解説] 
凝灰岩
ぎょうかいがん

は，火山灰な

どが堆積したもので

ある。火山灰がその

まま積もってできるため，角ばった鉱物

の結晶からできている。(流れる水の影響

を受けていないため角がまるまっていな

い) 
※出題頻度：「凝灰岩〇」 
 
 



[問題](1学期中間) 
ある地層に凝灰岩がみられた。このこ

とからこの地域にどのようなことが起こ

ったと考えられるか。 
 
[解答]火山の噴火 
 
 
 



【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 
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