
【FdData中間期末：中学理科1年化石】 
 [示準化石] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[示準化石となる条件] 
[問題](1学期中間) 
 ある時期にだけ栄えて広い範囲にすん

でいた生物の化石からは，地層の堆積し

た地質年代を知ることができる。このよ

うな化石を何というか。 
 
[解答]示準化石 
[解説] 
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生物の化石が示準化石となるための条件

は，ある時期にだけ栄えたこと，広い範

囲にすんでいたことの2点である。 
※出題頻度：「示準化石〇」「ある時期に

だけ栄えた〇」「広い範囲にすんでいた

〇」「地質年代△」 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 地層の堆積した地質年代を推測でき

るような化石を何というか。 
(2) (1)の化石になるにはどのような生物

の化石が適当か。次のア～エから 1
つ選べ。 
ア せまい範囲で，長期間生存した

生物 
イ せまい範囲で，ある期間のみ生

存した生物 
ウ 広い範囲にわたって，長期間生

存した生物 
エ 広い範囲にわたって，ある期間

のみ生存した生物 
[解答](1) 示準化石 (2) エ 
 



[問題](2学期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れ，③，

④の(  )内からそれぞれ適語を選べ。 
地層が堆積した年代を( ① )年代と

いう。(①)年代を知る手がかりになる化

石を( ② )化石という。(②)化石として

使える条件は，③(長い／短い)期間栄え

て④(広い／せまい)範囲にすんでいた生

物であることである。 
 
[解答]① 地質 ② 示準 ③ 短い 
④ 広い 
 



[問題](2学期期末) 
 化石について，次の各問いに答えよ。 
(1) 化石の含まれる地層がいつごろ堆積

したのかを推測できるような化石を

何というか。 
(2) 生物の移り変わりをもとに決めた年

代(古生代，中生代，新生代)を何と

いうか。 
(3) (1)のような化石になるためには，ど

のような特徴(条件)をもっていなけ

ればならないか。「時期」「範囲」と

いう語句を使って簡単に書け。 
 
[解答](1) 示準化石 (2) 地質年代 
(3) ある時期にだけ栄えて広い範囲にす

んでいた生物であること。 
 



[代表的な示準化石] 
[問題] 
 
 
 
 
 各地質年代の代表的な示準化石は，図

A のサンヨウチュウ(古生代)，B の

( X )(中生代)，C のビカリア(新生代)
である。文中のXに適語を入れよ。 
 
[解答]アンモナイト 



[解説] 
 

 
 
 
 
 
 
 
サンヨウチュウとフズリナは古生代

こせいだい

，ア

ンモナイトと恐竜
きょうりゅう

は中生代
ちゅうせいだい

，ビカリア

とナウマンゾウは新生代
しんせいだい

の化石である。 
※出題頻度：「サンヨウチュウ(古生代)
〇」「アンモナイト(中生代)◎」「ビカリ

ア(新生代) 〇」 



[問題](1学期期末) 
右図の化石について，次

の各問いに答えよ。 
(1) 図の化石の名前を答え

よ。 
(2) 図の化石が含まれる地層の地質年代

を答えよ。 
 
[解答](1) アンモナイト (2) 中生代 
 
[問題](2学期期末) 
中生代の示準化石を次の図中から選べ。 

 
 
 
 
[解答]ア 



[解説] 
アはアンモナイト(中生代)，イはサンヨ

ウチュウ(古生代)，ウはビカリア(新生代)
である。 
 



[問題](1学期中間) 
右の図は，いろいろな生物の化石であ

る。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A，Bはそれぞれ何の化石か。 
(2) 図のような，広い範囲で短い期間に

栄えた生物の化石を何というか。 
(3) 図の中で，古生代の化石はどれか。

記号で答えよ。 
 
[解答](1)A サンヨウチュウ B アンモ

ナイト (2) 示準化石 (3) A 
 



[解説] 
A のサンヨウチュウは古生代，B のアン

モナイトは中生代の示準化石である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の図は化石のスケッチである。①サ

ンヨウチュウ，②アンモナイト，③ビカ

リアの化石は次のア～エのどれか。また，

どの年代(古生代，中生代，新生代)を示

す化石か。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[解答]① ア，古生代 ② イ，中生代 
③ ウ，新生代 



[問題](3学期) 
次の図の A～

D は，いろいろ

な地層から見つ

かった化石であ

る。 
(1) 図の A，B，

Cは，次のよ

うな生物である。それぞれの生物名

を書け。 

A：コン虫やエビ・カニの祖先 

B：だ円形のラグビーボールのような

5mmほどの硬いからをもった生物 

C：オウムガイやタコ・イカの祖先 

(2) A～D の化石が見つかった地層がで

きた地質年代をそれぞれ答えよ。 



[解答](1)A サンヨウチュウ B フズリ

ナ C アンモナイト (2)A 古生代 
B 古生代 C 中生代 D 新生代 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 石灰岩をルーペ

で観察したとこ

ろ，フズリナの

化石が含まれて

いた。この石灰

岩は何という地

質年代に堆積してできたか。地質年

代名を書け。 
(2) フズリナと同じ地質年代に栄えてい

たと考えられる生物を次から 1 つ選

べ。 
[ アンモナイト サンヨウチュウ 
 恐竜 ナウマンゾウ ビカリア ] 

 
[解答](1) 古生代 (2) サンヨウチュウ 



[問題](3学期) 
 右の図は，ある

堆積岩の地層の表

面で発見された恐

竜のあしあとの化

石である。 
(1) この地層が堆積したのは，次のどの

地質年代といえるか。 
[ 古生代 中生代 新生代 ] 

(2) 恐竜と同じ地質年代に生息していた

と考えられる生物を，次から 1 つ選

べ。 
[ サンヨウチュウ マンモス 
 アンモナイト ] 

(3) 恐竜などのように，堆積した地層の

地質年代をしめす良い目印となるよ

うな化石を何というか。 



[解答](1) 中生代 (2) アンモナイト 

(3) 示準化石 
 
[問題](後期期末) 
地層のできた年代がわかる化石につい

て次の各問いに答えよ。 
(1) 地層のできた年代がわかる化石を何

化石というか。 
(2) 古生代の化石として代表的な生物の

化石の名前を1つ答えよ。 
(3) 恐竜の化石が多く発見される年代を

何代というか。 
(4) (3)の年代の化石を代表するものと

して，何という生物の化石があるか。

恐竜以外で1つ答えよ。 
[解答](1) 示準化石 (2) サンヨウチュ

ウ(フズリナ) (3) 中生代 (4) アンモ

ナイト 



[問題](2学期期末) 
次の図は，古生代，中生代，新生代の

代表的な化石である。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
(1) 図の生物は，現在も生きているか，

それとも絶滅したか。 
(2) 図のような化石から，地層のできた

何を知ることができるか。 
(3) このような化石のことを何というか。 
(4) 恐竜が栄えていたのは，古生代，中

生代，新生代のうちのどの地質年代

か。 
(5) (4)の年代に栄えていた生物は，サン

ヨウチュウ，アンモナイト，ビカリ

アのどれか。 



[解答](1) 絶滅した。 (2) 地質年代 
(3) 示準化石 (4) 中生代 
(5) アンモナイト 
 
 



【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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