
【FdData中間期末：中学理科1年化石】 
 [示相化石] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[示相化石] 
[問題](1学期中間) 
 ある地層からサンゴの化石が見つかっ

た場合，その地層が堆積した当時の環境

はあたたかくて浅い海であったことがわ

かる。このように，その地層ができた当

時の環境がわかる化石を何というか。 
 
[解答]示相化石 
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[解説] 
 
 
 
地層
ち そ う

が堆積
たいせき

した当時の環境を知る手がか

りになる化石を示相
し そ う

化石という。示相化

石となる生物の条件は， 
限られた環境にしかすめない生物である

ことである。 
代表的な示相化石としては，サンゴがあ

る。サンゴはあたたかくて浅い海にしか

すめないので，ある地層からサンゴの化

石が見つかった場合，その地層が堆積し

た当時の環境はあたたかくて浅い海であ

ったことがわかる。また，シジミは湖や

淡水
たんすい

のまじる河口付近にしかすめない。 



ブナは温帯のやや寒冷な気候の地域に生

育する。なお，凝灰岩
ぎょうかいがん

は化石ではないが，

堆積した当時に火山活動があったことを

示すものである。 
※出題頻度：「示相化石◎」「サンゴ：あ

たたかくて浅い海◎」 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 化石のうち，それをふくむ地層が堆

積した当時の環境を知ることができ

るものを何というか。 
(2) サンゴは代表的な(1)である。サンゴ

が地層の中にふくまれているとき，

その地層はどのようなところで堆積

したと考えられるか。次のア～エか

ら記号で1つ選べ。 
ア 北極や南極に近い冷たい海 
イ あたたかくて浅い海 
ウ 温帯のやや寒冷な地域 
エ 熱帯のひじょうに暑い地域 

 
[解答](1) 示相化石 (2) イ 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) サンゴはどのような場所に生息して

いるか。 
(2) サンゴの化石から，地層のできた何

を知ることができるか。 
(3) (2)のような化石のことを何というか。 
 
[解答](1) あたたかくて浅い海 
(2) 環境 (3) 示相化石 
 
 



[問題](2学期期末) 
 化石について，次の各問いに答えよ。 
(1) 示相化石とはどのような化石か。 
(2) サンゴの化石がある地層から発見さ

れた。この地層についてどのような

ことがいえるか。 
 
[解答](1) 地層が堆積した当時の環境を

知る手がかりとなる化石。 
(2) その地層が堆積した当時，そのあた

りはあたたかくて浅い海であった。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 地層が堆積した当時の環境を知るこ

とができる化石を何というか。 
(2) 下の①，②の化石をふくむ地層は，

どのような場所で堆積したと考えら

れるか。 
① サンゴ  ② シジミ 

 
[解答](1) 示相化石 (2)① あたたかく

て浅い海 ② 河口か湖 
 
 



[問題](2学期期末) 
示準化石に対して，地質年代以外の何

かが分かる化石があるが，①それは何か。

漢字で答えよ。②また，それによって分

かることは何か。 
 
[解答]① 示相化石 
② 地層が堆積した当時の環境 
 
 



[問題](3学期) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) シジミは淡水や多少海水のまじった

ところに生息する。現在，シジミが

とれる場所を，次からすべて選べ。 
[ 湖 河口付近 浅い海 深い海 ] 

(2) (1)の結果から，地層から見つかるシ

ジミは示相化石といえるか，いえな

いか。 
(3) (2)の考えかたのもとになっているの

は何か。次のア～ウから1つ選べ。 
ア 同じ種類の生物でも，今と昔で

は生活のしかたがちがっている。 
イ 同じ種類の生物なら，今も昔も

同じ生活環境に生息している。 
ウ 同じ種類の生物だからといって，

昔も今と同じような環境で生息

していたかどうかはわからない。 



(4) プランクトンは，水中をただよって

いる微生物である。プランクトンの

化石は，示相化石になるか，ならな

いか。 
 
[解答](1) 湖，河口付近 (2) いえる。 

(3) イ (4) ならない。 
[解説] 
シジミは湖や河口付近でしか生息できな

い。同じ種類の生物なら，今も昔も同じ

生活環境に生息していると考えられるの

で，シジミの化石の見つかった場所は，

当時，湖や淡水のまじる河口であったと

判断できる。このように，シジミの化石

は地層が堆積した当時の環境を知ること

ができる手がかりになるので示相化石で

あるといえる。これに対し，例えば，プ

ランクトンなどは水中の広い範囲で生息



しており，地層が堆積した当時の環境を

特定することはできない。したがって，

プランクトンは示相化石にはならない。 
 
 
[問題](2学期期末) 
火山活動に関係している岩石を次の中

から選べ。 
[ 砂岩 れき岩 凝灰岩 石灰岩 ] 
 
[解答]凝灰岩 
[解説] 
凝灰岩は化石ではないが，堆積した当時

に火山活動があったことを示すものであ

る。 
 
 



[示準化石と示相化石] 
[問題](3学期) 
地層 A からはアンモナイトの化石が，

また，地層Bからはサンゴの化石がそれ

ぞれ見つかった。次の各問いに答えよ。 
(1) 地層Aが堆積した地質年代を，次か

ら1つ選べ。 
  [ 古生代 中生代 新生代 ] 
(2) アンモナイトの化石のように，地層

が堆積した地質年代を知ることがで

きる化石を何というか。その名称を

書け。 
(3) 地層Bが堆積した当時，どのような

環境であったか，次から1つ選べ。 
[ あたたかくて深い海 あたたかくて

浅い海 つめたくて深い海 
つめたくて浅い海 ] 



(4) サンゴの化石のように，地層が堆積

した当時の環境を知ることができる

化石を何というか。 
(5) 広い範囲にすみ，短い期間で絶滅し

た生物の化石は，(2)と(4)のどちらの

化石の条件となるか。 
[解答](1) 中生代 (2) 示準化石 (3) あ
たたかくて浅い海 (4) 示相化石 
(5) (2) 
 
 



[問題](3学期) 
次の表は，5 種類の化石を，ある基準

によってA，Bの2つに分けたものであ

る。次の各問いに答えよ。 
 

A サンゴ，シジミ 
B アンモナイト，ビカリア，

サンヨウチュウ 
 
(1) A は，その化石をふくむ地層がどの

ような環境で堆積したのかを推定す

る手がかりになる化石のグループで

ある。このような化石を何というか。 
(2) その化石をふくむ地層が，湖や河口

であったことを示す化石はどれか。

Aの中から選べ。 



(3) B は，その化石をふくむ地層の堆積

した年代を推定する手がかりになる

化石のグループである。このような

化石を何というか。 
(4) その化石をふくむ地層が古生代に堆

積したことを示す化石をBから選べ。 
(5) その化石をふくむ地層が中生代に堆

積したことを示す化石をBから選べ。 
 
[解答](1) 示相化石 (2) シジミ 
(3) 示準化石 (4) サンヨウチュウ 
(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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