
【FdData中間期末：中学理科1年】 
 [地層と化石] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
[問題](2学期期末) 
右の図は，ある地層を観察したときの

スケッチである。これについて各問いに

答えよ。 
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(1) A～C 層のうち，もっとも古いと考

えられるのはどの層か。 
(2) B 層が堆積する間に，この地域の海

の深さは，どう変化したと考えられ

るか。 
(3) B 層に凝灰岩が含まれていることか

ら，この地層が堆積する間に何があ

ったと考えられるか。 
(4) C 層の中からフズリナの化石が見つ

かった。この層はいつ堆積したと考

えられるか。次の[  ]から選べ。 
[ 新生代 中生代 古生代 ] 

(5) フズリナと同じ地質年代に栄えた生

物を次の[  ]から選べ。 
 [ サンヨウチュウ アンモナイト 
 ビカリア ] 

 



[解答](1) C (2) 深くなっていった。 

(3) 火山活動があった。 (4) 古生代 
(5) サンヨウチュウ 
[解説] 
(1) 堆積物は下から上へ順に積み重なっ

ていくので，通常，下のものほど古く，

上のものほど新しい。したがって，もっ

とも古いのはCの層である。 
(2)  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。B層は，砂岩→泥

岩の順で堆積しているので，しだいに海

岸から離れて，海の深さも深くなったと

考えられる。 
 



(3) 凝灰岩は，火山灰などが堆積したも

のであるので，この層が堆積したときに

火山活動があったと推定される。 
(4) フズリナとサンヨウチュウは古生代

の示準化石である。 
※出題頻度：この単元はよく出題される。 
 



[問題](1学期中間) 
右の図は，

ある場所

で見られ

た地層を

スケッチ

したもの

である。D
の層から

はアンモナイトの化石が， Fの層からは

サンゴの化石が見つかった。次の各問い

に答えよ。 
(1) F の層の岩石のかけらを，うすい塩

酸に入れたところ，泡を出してとけ

始めた。①この岩石は何か。 
②また，この泡は何という気体か。 



(2) アンモナイトのように，堆積した年

代を推定するのに役立つ化石を何と

いうか。 
(3) アンモナイトのように，堆積した年

代を推定するのに役立つ化石となる

条件を「時期」と｢範囲｣という語を

用いて説明せよ。 
(4) この地層のA，B，C，のうちのどれ

からか木の葉の化石が見つかった。

①木の葉の化石が見つかったのは，

どの層か。②また，その理由も説明

せよ。 
(5) ①サンゴや木の葉の化石は，堆積を

した当時の何を推定するのに役立つ

化石か。②また，サンゴや木の葉の

化石を何というか。 
 



[解答](1)① 石灰岩 ② 二酸化炭素 

(2) 示準化石 (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。 

(4)① C ② 木の葉なので当時陸地であ

った。陸地で堆積する可能性があるのは

凝灰岩の層だから。 (5)① 環境 ② 示
相化石 
[解説] 
(1) 石灰岩にうすい塩酸をかけると，石

灰岩はとけて二酸化炭素が発生する。 
(2)(3) 広い範囲にすんでいて，しかも短

い期間に栄えて絶滅した生物の化石は，

その生物を含む地層が堆積した年代を決

めるのに役立つ。このように，地層の年

代(地質年代)を知る手がかりとなる化石

を示準化石という。サンヨウチュウとフ

ズリナは古生代，アンモナイトと恐竜は



中生代，ビカリアとナウマンゾウは新生

代の化石である。 
(4) 植物や昆虫などはからだがもろいた

め，川の流れによって運ばれるうちに形

がくずれてしまう。したがって，流れに

運ばれて海底に堆積してできるれき岩，

砂岩，泥岩の中には含まれない。凝灰岩

は火山の噴火によって広い範囲に火山灰

などが陸地などに直接降り積もるため，

木の葉の化石を含む可能性がある。 
(5) 生物には，限られた環境にしかすめ

ないものがいるので，その化石を手がか

りにして，地層が堆積した当時の環境を

知ることができる。このような化石を示

相化石という。例えば，サンゴの化石は

あたたかくて浅い海，アサリの化石は遠

浅の海であったことを推定させる。 



[問題](2学期期末) 
 次の図は，ある地層のようすを示す模

式図である。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 泥岩と砂岩を区別する基準は何か。 
(2) 凝灰岩は何がおしかためられた岩石

か。 
(3) 凝灰岩，泥岩，砂岩，石灰岩のうち，

うすい塩酸をかけると気泡を発生す

る岩石はどれか。 



(4) 砂まじりの泥岩層が堆積した地質年

代はいつごろか。次の[  ]から選べ。 
[ 古生代 中生代 新生代 ] 

(5) サンゴの化石が含まれることから，

砂まじりの泥岩層が堆積したころ，

この地点はあたたかくて浅い海であ

ったと考えられる。このように，堆

積したころのその地点の環境を知る

手がかりとなる化石を何と呼ぶか。 
 
[解答](1) 粒の大きさ (2) 火山灰 
(3) 石灰岩 (4) 新生代 (5) 示相化石 
[解説] 
(1) 堆積岩は粒の大きさによって，れき

岩，砂岩，泥岩に分類される。粒の大き

さがもっと大きいのはれき岩(2mm 以

上)，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。 
(4) 示準化石であるビカリアに注目する。

ビカリアは新生代の化石である。 
 
 



[問題](3学期) 
次の図は，化石が見つかっている地層

の模式図である。これについて各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) C のサンゴの化石をふくむ地層が堆

積したとき，この地域の環境はどの

ようであったか。 
(2) サンゴのように，地層が堆積したと

きの環境を知る手がかりになる化石

を何というか。 



(3) 地層から出る化石によって，地層の

できた年代が区分されている。この

ような年代を何というか。 
(4) AとBでは，どちらの地層が古いか。 
(5) (4)のように判断した理由を簡単に書

け。 
(6) 地層のできた年代を知る手がかりに

なる化石を何というか。 
(7) B は，(3)で区分した年代では何とい

う年代になるか。 
 
[解答](1) あたたかくて浅い海だった。 

(2) 示相化石 (3) 地質年代 (4) A 
(5) A層がB層より下にあるから(フズリ

ナは古生代でアンモナイトは中生代の化

石なので)。(6) 示準化石 (7) 中生代 
 



[解説] 
(3) 地質年代の区分は，古い方から，古

生代，中生代，新生代である。 
(4)(5) 堆積物は下から上へ順に積み重な

っていくので，下のものほど古く，上の

ものほど新しい。また示準化石で判断す

ると，フズリナは古生代でアンモナイト

は中生代の化石なのでAの層が古いこと

が分かる。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 右の図は，がけを観察した模式図であ

る。次の各問いに答えよ。 
(1) 図に見ら

れる岩石

をまとめ

て何とい

うか。 
(2) 泥岩，砂岩，

れき岩の

うち，もっとも粒の大きさが大きい

ものはどれか。 
(3) 泥岩，砂岩，れき岩をつくる岩石の

粒は，火成岩の粒と比べてどんな違

いがあるか。 



(4) これらの地層のうち，その地層がで

きたころ，この地域で火山活動があ

ったことがわかるものがある。その

地層はどれか。岩石名で答えよ。 
(5) 図にある岩石のうち，塩酸を加える

と気体が発生する岩石がある。その

岩石の名称を答えよ。 
(6) (5)で発生する気体名を答えよ。 
(7) (5)の答えの岩石と同様に，水中の生

物の死がいなどからできているが，

塩酸を加えても反応しない岩石名を

答えよ。 
(8) 地層が堆積したときの環境を知る手

がかりになる化石を何というか。 
(9) (8)の化石に対してアンモナイトなど

の化石を一般に何というか。 
 



[解答](1) 堆積岩 (2) れき岩 
(3) まるみを帯びている。 (4) 凝灰岩 
(5) 石灰岩 (6) 二酸化炭素 
(7) チャート (8) 示相化石 
(9) 示準化石 
[解説] 
(3) れき岩，砂岩，泥岩の粒はいずれも

まるみを帯びているものが多い。これは

流れる水によって運ばれるときに，角が

とれてまるくなったためである。 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の図は，A，B の 2 か所で見られた

地層をスケッチしたものである。次の各

問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A 地点のア～オの地層を堆積した順

に並べよ。 
(2) A 地点のアとつながっていた地層は，

B地点のa～eのどれか。 



(3) A地点のア～オ，B地点のa～eのう

ち，もっとも新しい地層と最も古い

地層を 1 つずつ選べ。(記号 10 個か

ら選ぶ) 
(4) 凝灰岩の層が堆積した当時，この付

近ではどんなことがあったと考えら

れるか。 
 
[解答](1) オ，エ，ウ，イ，ア (2) b 
(3)新：a 古：オ (4) 火山活動 
[解説] 
(2) 図より，エと e，ウとd，イと c，ア

とｂがそれぞれ対応している。 
(3) 古い→新しい順に並べると，オ→エ

とe→ウとd→イと c→アとｂ→a 



[問題](3学期) 
P くんは，野外観察に行くために，下

の[  ]内のものを準備した。しかし，

事前点検で地層の観察をするためによく

使う用具がいくつか足りないことに気づ

いた。その用具の名称を1つ書け。 
[ 地形図，ハンマー，移植ごて， 
 ナイフ，スケッチ板，筆記用具， 
 ノート，グラフ用紙，カメラ， 
 双眼鏡，手袋，新聞紙，ふくろ， 
 サンプル用びん ] 

 
[解答]ルーペ(磁針，スケール) 
 



[問題](1学期期末) 
 地下の地層を調べるために，地面をほ

って地層を取り出して調べる方法を何調

査というか。 
 
[解答]ボーリング調査 
 
 



【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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