
【FdData中間期末中学理科1年火成岩】 
 [火成岩のつくり] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[深成岩] 
[問題](1学期中間改) 
 右図は代表的な深成岩

の 1 つである花こう岩で

ある。深成岩は，マグマ

が長い時間をかけて地下

の深いところで冷えて固まってできるの

で，どの結晶も同じくらいの大きさに成

長し，未結晶の部分は存在しない。この

ような岩石のつくりを何組織というか。 
 
[解答]等粒状組織 
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[解説] 
 
 
 
 
深成岩
しんせいがん

は，マグマが地下深くで長い時間

をかけて冷えてできるので，どの結晶
けっしょう

も

同じくらいの大きさに成長し，未結晶の

部分は存在しない。このような岩石のつ

くりを等粒状
とうりゅうじょう

組織という。深成岩の代

表例は花
か

こう岩である(そのほかに閃
せん

緑岩
りょくがん

やはんれい岩がある)。 
※出題頻度：「深成岩◎」「マグマが地下

深くで長い時間をかけて冷えてできた

〇」「等粒状組織◎」 



[問題](入試問題) 
 次の文章中の①に適語を入れよ。②，

③は(  )内より適語を選べ。 
 
 
 
 
 
 
 

 岩石のでき方から，岩石Yの仲間は堆

積岩，岩石 X の仲間は( ① )と呼ばれ

る。岩石Xは石基がなく，大きな鉱物の

結晶のみでできており，このようなつく

りを②(等粒状組織／斑状組織)という。

(①)は大きく 2 種類に分けられるが，岩

石Xは③(火山岩／深成岩)の1つである。 
(山梨県) 
 



[解答]① 火成岩 ② 等粒状組織 
③ 深成岩 
[解説] 
岩石Yの粒はまるみをおびていることか

ら堆積岩とわかる(流れる水のはたらき

で，角がとれてまるくなった)。岩石 X
の粒は角張っているが，これは，堆積岩

と違って流れる水の影響を受けていない

ためである。等粒状組織をしている岩石

Xは火成岩の中の深成岩である。 
 



[問題](2学期期末) 
 次の図は，2 種類の火成岩のつくりを

示している。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 

(1) マグマが地下の深いところで長い時

間をかけて，ゆっくり冷えて固まっ

た岩石を何というか。 
(2) (1)の岩石のつくりは A と B のどち

らか。 
(3) (1)の岩石のつくりを何というか。 
 
[解答](1) 深成岩 (2) A 
(3) 等粒状組織 



[問題](1学期期末) 
 深成岩のでき方について述べた文とし

て適切なものを，次のア～エから1つ選

び記号で答えよ。 
ア マグマが地表または地表近くで，急

に冷やされ固まってできた。 
イ マグマが地表または地表近くで，長

い時間をかけてゆっくり冷えて固ま

ってできた。 
ウ マグマが地下の深いところで，急に

冷やされ固まってできた。 
エ マグマが地下の深いところで，長い

時間をかけてゆっくり冷えて固まっ

てできた。 
 
[解答]エ 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) マグマが冷え固

まってできた岩

石を( ① )と
いう。(①)は，火

山岩と右図のよ

うな組織を持つ( ② )とに分けら

れる。文中の①，②にあてはまる語

句を答えよ。 
(2) 図のような岩石のつくりを何組織と

いうか。 
(3) 図のような岩石は，どのようにして

できたか。「マグマ」「地下」「時間」

という語句を使って説明せよ。 



(4) 図のようなつくりの岩石を下から 3
つ選べ。 
[ 花こう岩 玄武岩 閃緑岩 流紋

岩 はんれい岩 ] 
 
[解答](1)① 火成岩 ② 深成岩 
(2) 等粒状組織 (3) マグマが地下深く

で長い時間をかけて冷えてできた。 
(4) 花こう岩，閃緑岩，はんれい岩 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 深成岩という岩石のなかまは，どん

なつくりの特徴をもっているか。「同

じくらいの大きさ」「組織」という語

句を使って簡単に書け。 
(2) 深成岩のでき方を，「地下」「時間」

という語句を使って簡単に書け。 
(3) 深成岩を3つ答えよ。 
 
[解答](1) どの結晶も同じくらいの大き

さに成長した等粒状組織になっている。 
(2) マグマが地下深くで長い時間をかけ

て冷えてできた。 
(3) 花こう岩，閃緑岩，はんれい岩 



[火山岩] 
[問題](後期期末改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 右図は火山岩の

つくりを示してい

る。マグマが地下

にある間は，マグ

マがゆっくりと冷やされるため，鉱物が

成長して斑晶(右図a)ができる。斑晶をふ

くんだマグマが地表付近に上がってくる

と，地表や地表近くで急に冷え固まるた

め，とけていた部分は大きな結晶になれ

ず，小さな結晶やガラス質となって固ま

り( ① )(右図 b)となる。このように，

(①)の間に斑晶が散らばっているつくり

を( ② )組織という。 
 



[解答]① 石基 ② 斑状 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
安山岩のような火山岩

かざんがん

では，大きな鉱物

が粒のよく見えない部分に散らばって見

える。このようなつくりを斑状
はんじょう

組織
そ し き

とい

い，大きな鉱物の結晶を斑
はん

晶
しょう

，まわりの

一様に見えるごく小さな鉱物の集まりや

ガラス質の部分を石基
せ っ き

という。 
マグマが地下にある間は，マグマがゆっ

くりと冷やされるため，一部の鉱物が大



きく成長して斑晶ができる。斑晶をふく

んだマグマが地表付近に上がってくると，

地表や地表近くで急に冷え固まるため，

とけていた部分は大きな結晶になれず，

小さな結晶やガラス質となって固まり，

石基となる。こうして，斑状組織をもつ

火山岩ができる。火山岩の代表例は

安山岩
あんざんがん

である(そのほかに 流
りゅう

紋岩
もんがん

や

玄武岩
げんぶがん

がある)。冷え固まった溶岩も火山

岩の一種である。 
※出題頻度：「火山岩◎」「地表や地表付

近で短い時間で冷えて固まってできた

〇」「斑状組織◎」「斑晶◎」「石基◎」 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 安山岩などの火山岩のつくりは， A

とBのどちらか。 
(2) (1)の岩石のつくりで， 

① 形がわからないほどの小さい鉱

物の粒やガラス質の部分を何と

いうか。 
② まばらにふくまれる比較的に大

きい結晶の部分を何というか。 
(3) (1)のような岩石のつくりを何組織

というか。 



[解答](1) B (2)① 石基 ② 斑晶 
(3) 斑状組織 
 
[問題](入試問題) 
 右図は，安山岩を

ルーペで観察し，ス

ケッチしたものであ

る。次の文章中の①

～③に適語を入れよ

(または，適語を選べ)。図の安山岩には，

大きな鉱物が小さな粒の間に散らばって

見えた。このようなつくりを( ① )組
織という。マグマが地下にある間は 
②(急速に／ゆっくりと)冷やされて斑晶

ができる。その後，地表付近に上がって

くると③(急速に／ゆっくりと)冷やされ

て石基ができる。 
(熊本県) 



[解答]① 斑状 ② ゆっくりと 
③ 急速 
 
[問題](1学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) マグマが冷え固

まってできた岩

石を何というか。 
(2) (1)のうち，右図

のような組織を

もつ岩石を何というか。 
(3) 図のような岩石のつくりを何組織と

いうか。 
(4) 右図の岩石は，結晶の部分 a と，形

がわからないほどの小さい鉱物の粒

やガラス質の部分 b とからできてい

る。a，bをそれぞれ何というか。 



(5) 右図のような組織の岩石は，どのよ

うにしてできたと考えられるか。 
 
[解答](1) 火成岩 (2) 火山岩 
(3) 斑状組織 (4)a 斑晶 b 石基 
(5) 地表や地表付近で短い時間で冷えて

固まってできた。 
 



[問題](後期中間) 
次の各問いに答えよ。 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 斑状組織というつくりの特徴をもつ

岩石を何というか。 
(2) (1)の岩石の模式図は図A，B のどち

らか。 
(3) (1)の岩石では，結晶の部分aと，形

がわからないほどの小さい鉱物の粒

やガラス質の部分 b とからできてい

る。a，bをそれぞれ何というか。 
(4) (3)のaとbはどちらが先にできたと

考えられるか。 



(5) 次の[  ]から斑状組織を持つ岩石

をすべて選べ。 
  [ 花こう岩 安山岩 閃緑岩 
   玄武岩 流紋岩 はんれい岩 ] 
 
[解答](1) 火山岩 (2) B (3)a 斑晶 
b 石基 (4) a (5) 安山岩，玄武岩，流

紋岩 
[解説] 
(4) マグマが地下にある間に，マグマが

ゆっくりと冷やされるため，鉱物が大き

く成長して斑晶ができる。斑晶を含んだ

マグマが地表付近に上がってくると，急

速に冷やされるので，とけていた部分は

大きな結晶にはなれず，小さな結晶やガ

ラスとなって固まり，石基となる。した

がって，斑晶が先にできたと考えられる。 



[深成岩と火山岩] 
[問題](1学期中間) 
次の図は，2 種類の火成岩のつくりを

顕微鏡で観察して，スケッチしたもので

ある。次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) A，B のようなつくりをもつ火成岩

をそれぞれ何岩というか。 
(2) A では，比較的大きな鉱物a が，肉

眼ではわからないような細かい粒 b
の中に入っている。a，bの部分をそ

れぞれ何というか。 



(3) A，B のような岩石のつくりをそれ

ぞれ何組織というか。 
(4) A，B の岩石にあてはまるものを，

次のア～エからそれぞれ2 つずつ選

べ。 
 ア 地下深くでできた。 
イ 地表や地表近くでできた。 

  ウ マグマが短い時間で冷えて固ま 
    った。 
  エ マグマが長い時間をかけて冷え 
    て固まった。 
 
[解答](1)A 火山岩 B 深成岩 
(2)a 斑晶 b 石基 (3)A 斑状組織 
B 等粒状組織 (4)A イ，ウ B ア，エ 



[問題](3学期) 
図1は，マグマが冷え固まってできた

2 種類の岩石のつくりを示したものであ

る。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



(1) マグマが冷え固まってできた岩石を

まとめて何というか。 
(2) (1)のうち，マグマが地下深く(図 2

の Q 地点)で，時間をかけて冷えて

固まってできた岩石を何というか。 
(3) (1)のうち，マグマが地表や地表近く

(図 2 のP 地点)で，短い時間で冷え

て固まってできた岩石を何というか。 
(4) マグマが図2のP付近で短い時間で

冷え固まってできた岩石のつくりを

示すのは，図1のA，Bのどちらか。 
(5) 図1のaで示した小さな粒を何とい

うか。 
(6) a のまわりの大きな粒 b を何という

か。 
(7) 図1のAとBのようなつくりをそれ

ぞれ何組織というか。 



[解答](1) 火成岩 (2) 深成岩 
(3) 火山岩 (4) A (5) 石基 (6) 斑晶 

(7)A 斑状組織 B 等粒状組織 
 
[問題](2学期期末) 
 右の図は，花こう岩と安山岩のつくり

を表したものである。次の各問いに答え

よ。 
 
 
 
 
 
(1) 花こう岩のつくりを表しているのは

A，Bのどちらか。 
(2) A の岩石の a，b の部分をそれぞれ

何というか。 



(3) Aのようなつくりを何というか。 
(4) ① Bのようなつくりを何というか。 

② また，このようなつくりをもつ火

成岩のなかまを何というか。 
(5) A のようなつくりをもつ火成岩の岩

石名を上記の岩石以外で2 つ答えよ。 
(6) B のようなつくりをもつ火成岩の岩

石名を上記の岩石以外で2 つ答えよ。 
 
[解答](1) B (2)a 石基 b 斑晶 
(3) 斑状組織 (4)① 等粒状組織 
② 深成岩 (5) 流紋岩，玄武岩 
(6) 閃緑岩，はんれい岩 
 



[問題](後期期末) 
次の図はマグマが冷えて固まってでき

た岩石のようすである。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 地表近くでできた岩石は A，B のど

ちらか。 
(2) (1)のような岩石を何岩というか。 
(3) A のようなつくりを何組織というか。 
(4) Bでは細かい粒の部分(P)と結晶にな

った部分(Q)が見られる。P，Q をそ

れぞれ何というか。 



(5) B の P，Q の部分をつくられた順に

並べたとき，次のア～ウの中から正

しいものを選べ。 
ア P→Q   イ Q→P 
ウ P，Q同時につくられた 

(6) 次の文はAの①，②の鉱物について

説明したものである。①，②の鉱物

名を答えなさい。 
① ほとんどの岩石中に見られる。 
② 黒色～かっ色で板状，六角形で

ある。 
(7) (6)よりAの岩石名を答えよ。 
(8) B のようなつくりをもつ岩石 3 つあ

げよ。 
 



[解答](1) B (2) 火山岩 (3) 等粒状組

織 (4)P 石基 Q 斑晶 (5) イ 
(6)① 長石 ② 黒雲母 (7) 花こう岩 

(8) 流紋岩，安山岩，玄武岩 
 

 
 



【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

