
【FdData中間期末中学理科1年火成岩】 
 [火成岩の分類] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[花こう岩が白っぽく見える理由] 
[問題](3学期改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
 花こう岩は白っぽい色をしている。そ

の理由は，無色鉱物の石英と( ① )の
しめる割合が大きいためである。わずか

に含む有色鉱物は，うすくはがれる性質

をもつ( ② )などである。 
 
[解答]① 長石 ② 黒雲母 
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[解説] 
 
 
 
 
花こう岩を構成している鉱物は，無色鉱

物である石英
せきえい

と長石
ちょうせき

，黒っぽい有色鉱物

でうすくはがれる性質をもつ黒雲母
く ろ う ん も

の 3
つである。花こう岩は無色鉱物の割合が

大きいので，白っぽく見える。 
 
 
 



[問題](2学期期末) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 花こう岩と安山岩はそれぞれ a，b

のどちらにあてはまるか。 
(2) 花こう岩に含まれる鉱物を次から 3

つ選べ。 
[ 輝石 石英 長石 カンラン石 
 黒雲母 ] 

(3) 花こう岩が白っぽく見えるのはなぜ

か。 
 
 



[解答](1)花こう岩：a 安山岩：b 
(2) 石英，長石，黒雲母 
(3) 無色鉱物を多く含むから。 
[解説] 
(1) 花こう岩は深成岩なので a のような

等粒状組織をしている。安山岩は火山岩

なので，bのような斑状組織をしている。 
 
 



[問題](2学期期末) 
図1は白っぽい色をした火成岩である。

図2は図1に含まれる鉱物を示している。

これについて次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 図 2 のA は決まった方向に割れ，B

は不規則に割れる。A，B の鉱物名

をそれぞれ書け。 



(2) 図2のCは決まった方向にうすくは

がれる有色鉱物である。鉱物名を書

け。 
(3) 図1の火成岩の名称を書け。 
 
[解答](1)A 長石 B 石英 (2) 黒雲母 
(3) 花こう岩 
[解説] 
無色鉱物のうち，決まった方向に割れる

のは長石
ちょうせき

，不規則に割れるのは石英
せきえい

であ

る。決まった方向にうすくはがれる有色

鉱物は黒雲母
く ろ う ん も

である。長石，石英，黒雲

母を含む白っぽい火成岩のうち，図1の

ような等
とう

粒状
りゅうじょう

組織
そ し き

をした深成岩は花こ

う岩である。 
 
 



[問題](1学期期末) 
 次の図は，火成岩A，B をルーペで観

察し，スケッチしたものである。 
 
 
 
 
 
 
(1) X は白色で決まった方向に割れ，Y

は黒色でうすくはがれる鉱物であっ

た。X，Yの名称をそれぞれ書け。 
(2) 火成岩のつくりや，鉱物の種類やそ

の割合から判断して A，B の岩石名

を書け。 
 
 



[解答](1)X 長石 Y 黒雲母 
(2)A 安山岩 B 花こう岩 
[解説] 
Aは石基

せ っ き

の部分が見られる斑状
はんじょう

組織
そ し き

な

のでマグマが地表や地表近くで冷えて固

まった火山岩である。火山岩の代表例は

安山岩
あんざんがん

で，長石
ちょうせき

や角閃
かくせん

石
せき

や輝石
き せ き

を含んで

いる。Bは等粒状
とうりゅうじょう

組織をしているので深

成岩と判断できる。さらに，長石
ちょうせき

や石英
せきえい

を多く含み，うすくはがれる黒雲母
く ろ う ん も

を含

んでいることから，花こう岩と判断でき

る。 
 
 



[岩石の分類：色と組織] 
[問題](3学期) 
ある火成岩をルーペで観察したところ

次のようなことがわかった。それぞれの

火成岩の名前を表から選べ。 
 
 
 
 
 
 
① 岩石全体は白っぽく，等粒状組織を

しており，主に石英，長石，黒雲母

が観察された。 
② 岩石全体は灰色で，斑状組織をして

おり，長石，角閃石，輝石が観察さ

れた。 



③ 岩石全体は黒っぽく，斑状組織をし

ており，長石，輝石，カンラン石が

観察された。 
 
[解答]① 花こう岩 ② 安山岩 
③ 玄武岩 
[解説] 
火成岩の色は無色鉱物と有色鉱物の割合

によって決まってくる。無色鉱物として

は石英
せきえい

と長石
ちょうせき

があるが，長石はすべての

火成岩に入っているのが特徴である。有

色鉱物としては，うすくはがれる黒雲母
く ろ う ん も

のほかに，角閃
かくせん

石
せき

・輝石
き せ き

・カンラン石が

ある。 
花こう岩(等粒状組織，深成岩)や流

りゅう

紋岩
もんがん

(斑状組織，火山岩)は，無色鉱物の石英

と長石の割合が多く，有色鉱物の黒雲母



が少しはいっている程度なので，全体と

して白っぽく見える。 
閃
せん

緑岩
りょくがん

(等粒状組織，深成岩)や安山岩
あんざんがん

(斑
状組織，火山岩)は角閃石や輝石などの有

色鉱物の割合がやや高いため，灰色にみ

える。はんれい岩(等粒状組織，深成岩)
や玄武岩

げ ん ぶ が ん

(斑状組織，火山岩)はカンラン

石や輝石などの有色鉱物の割合がさらに

高くなるので黒っぽく見える。 
 
※この単元は出題頻度が高い。 
 



[問題](3学期) 
次の図は火成岩にふくまれる鉱物の割

合を示している。各問いに答えよ。 
 

 
 
 
 
 
 
(1) 玄武岩に含まれる鉱物を 3 つ答えよ。 
(2) どの火成岩にも必ず含まれる鉱物は

何か。 
(3) ある火成岩をルーペで観察したとこ

ろ，次のようなことがわかった。そ

れぞれの火成岩の名前を答えよ。 



① 岩石全体が黒っぼく，粒の大き

さは比較的大きくそろっており，

主に長石やカンラン石や輝石が

観察された。 
② 岩石全体が白っぽく，非常に小

さい粒の中に，石英の大きな結

晶が点々とふくまれているのが

観察された。 
 
[解答](1) 長石，輝石，カンラン石 
(2) 長石 (3)① はんれい岩 ② 流紋岩 
[解説] 
(1)(2) 表より，長石はすべての火成岩に

含まれている。また，玄武岩に含まれる

鉱物は，長石のほか，輝石やカンラン石

である。 
 



(3)① 表より，長石やカンラン石や輝石

を含む黒っぽい火成岩は，玄武岩(火山

岩)かはんれい岩(深成岩)である。「粒の大

きさは比較的大きくそろっており」とあ

るので等粒状組織の深成岩である。した

がって，はんれい岩と判断できる。 
② 表より，白っぽく石英を含んでいるの

は，流紋岩(火山岩)か花こう岩(深成岩)
である。「非常に小さい粒の中に，石英の

大きな結晶が点々とふくまれている」と

あるので斑状組織の火山岩である。した

がって，流紋岩と判断できる。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の表は，火成岩の分類を表している。 

 
 
 
 
(1) 表中の①～⑥の岩石の名まえを答え

よ。 
(2) 表の①の岩石は②の岩石より白っぽ

く見える。これはなぜか。理由を簡

単に答えよ。 
 
[解答](1)① 流紋岩 ② 安山岩 
③ 玄武岩 ④ 花こう岩 ⑤ 閃緑岩 
⑥ はんれい岩 (2) 石英や長石などの

無色鉱物をより多く含んでいるため。 
 



[解説] 
白色→黒色の順に並べると， 
深成岩(等粒状組織)：花こう岩(白色)，閃

緑岩(灰色)，はんれい岩(黒色) 
火山岩(斑状組織) ：流紋岩(白色)，安山

岩(灰色)，玄武岩(黒色) 
＊暗記法：「新幹線は，借り上げ」 
 
 



[問題](3学期) 
次の図は、火成岩の種類とその鉱物の

割合を表に示したものである。各問いに

答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 火成岩には，黒っぽい岩石と，白っ

ぽい岩石がある。このちがいはどの

ようなことが原因か。簡単に書け。 
(2) B，C，Dは何という火成岩か。 



(3) 次の①，②に答えよ。 
① 火成岩 A，D の共通点について

説明せよ。 
② 火成岩D，E，Fの共通点につい

て説明せよ。 
 
[解答](1) 無色鉱物と有色鉱物の割合に

ちがいがあるため。 (2)B 安山岩 
C 玄武岩 D 花こう岩 (3)① 岩石の

色が白っぽい。 ② 深成岩で，等粒状組

織をしている。 
[解説] 
Aの流紋岩は火山岩である。「カ(火山岩)
リ(流紋岩)ア(安山岩)ゲ(玄武岩)」より，

Bは安山岩、Cは玄武岩である。 
「シン(深成岩)カン(花こう岩)セン(閃せん

緑岩
りょくがん)ハ(はんれい岩)」よりDは花こう岩



である。 
D，E，Fは深成岩で，等粒状組織をして

いる。 
火成岩には，黒っぽい岩石と，白っぽい

岩石がある。このちがいは，無色鉱物と

有色鉱物の割合のちがいによる。無色鉱

物(石英，長石)の割合が高い A(流紋岩)
や D(花こう岩)は白っぽい色をしている。

有色鉱物の割合が高いCやFは黒っぽい

色をしている。 
 
 



[問題](1学期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
(1) 図の上の部分は火成岩をそのつくり

によって 2 つに分けたものである。

火山岩に対して，P は何とよばれる

か。 
(2) Qの鉱物は何か。 
(3) 主に，石英，Q，黒雲母からできて

いる火成岩は，図のどれか。A～F
からすべて記号で選べ。 

(4) 図の A，C，E，F の岩石の名称を，

それぞれ答えよ。 



[解答](1) 深成岩 (2) 長石 (3) A，D 
(4)A 流紋岩 C 玄武岩 E 閃緑岩 
F はんれい岩 
[解説] 
(1) 火成岩はそのつくり(組織)から火山

岩と深成岩に分けられる。花こう岩は代

表的な深成岩である。(2) すべての火成

岩にふくまれるQは長石である。(3) 問
題の図より，石英，Q(長石)，黒雲母から

できているのは，A(流紋岩)と D(花こう

岩)である。 
 
 



[問題](2学期期末) 
次の表は，火成岩の種類と含まれてい

るおもな鉱物を表している。各問いに答

えよ。 
 
 
 
 
 
(1) 有色鉱物の割合を表しているのはa，

bのどちらか。 
(2) A にあてはまる岩石は何か。岩石名

を答えよ。 
(3) Aに含まれているbを2つ書け。 
(4) 流紋岩と安山岩のちがいは何か。次

の[  ]より選べ。 
[ 組織 結晶の種類 
 結晶の大きさ ] 



[解答](1) a (2) 花こう岩 
(3) 石英，長石 (4) 結晶の種類 
[解説] 
流紋岩や A(花こう岩)は無色鉱物(石英，

長石)の割合が多く白っぽい色をしてい

る。玄武岩やはんれい岩は有色鉱物の割

合が多くなるので黒っぽい色をしている。

したがって，a は有色鉱物，b は無色鉱

物である。 
 



[問題](3学期) 
次の表は，マグマが冷え固まってでき

た岩石を，結晶のようすなどのつくりに

よってア，イの2種類に分け，岩石とふ

くまれる鉱物の割合の関係を示したもの

である。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
(1) 岩石Bと岩石Cで黒っぽいのはどち

らか。 
(2) 岩石 A～C にあてはまる岩石の名称

を書け。 



(3) 無色・白色の鉱物の名称を2つ書け。 
 
[解答](1) B (2)A 玄武岩 B はんれい

岩 C 花こう岩 (3) 石英，長石 
[解説] 
(1) BとCではBのほうが有色鉱物の割

合が大きいので，Bのほうが黒っぽい。 
(2) 「新幹線は，借り上げ」を使って，

白色→黒色の順に並べると， 
深成岩：花こう岩(白色)，閃緑岩(灰色)，
はんれい岩(黒色) 
火山岩：流紋岩(白色)，安山岩(灰色)，玄

武岩(黒色) 
であるが，この問題の表は黒色→白色の

順に並んでいるので， 
ア火山岩：A玄武岩(黒色)，安山岩(灰色)，
流紋岩(白色) 



イ深成岩：Bはんれい岩(黒色)，閃緑岩(灰
色)，C花こう岩(白色) 
(3) 無色鉱物には長石

ちょうせき

と石英
せきえい

がある。長

石はすべての岩石に含まれ，白色か灰色

で，決まった方向に割れる。石英は無色

か白色で，不規則に割れる。 
 
 



[問題](前期中間) 
次の図は2つの火成岩を観察し，スケ

ッチしたものである。Aの火成岩は全体

的に白っぽく，同じくらいの大きさの鉱

物がきっちりと組み合わさってできてい

る。B の火成岩は全体の色が黒っぼく，

大きな鉱物の結晶と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でで

きている。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 



(1) A のような岩石のつくりを何という

か。 
(2) Bのア，イはそれぞれ何というか。 
(3) B のような岩石のつくりを何という

か。 
(4) a～cはAの火成岩を構成する鉱物で

ある。a は白色か灰色で，決まった

方向に割れる性質がある。この鉱物

は何というか。 
(5) A は(4)のほかに石英や黒雲母を含み，

B は(4)のほかにカンラン石や輝石を

含んでいる。A，B はそれぞれ何と

いう岩石か。 
 
[解答](1) 等粒状組織 (2)ア 斑晶 
イ 石基 (3) 斑状組織 (4) 長石 
(5)A 花こう岩 B 玄武岩 



[解説] 
A は等粒状組織で，白色か灰色で，決ま

った方向に割れるa(長石)のほかに，石英

や黒雲母を含むので，花こう岩とわかる。

Bは，斑晶(ア)や石基(イ)がある斑状組織

なので火山岩である。Bはカンラン石や

輝石を含み黒っぽい色をしている火山岩

なので玄武岩とわかる。 
 
 



[問題](1学期中間) 
次のa～fは，火成岩に含まれるおもな

鉱物である。次の各問いに答えよ。 
a 角閃石 b 長石 c カンラン石 
d 石英 e 黒雲母 f 輝石 
(1) 有色鉱物はどれか。a～f からすペて

選び，記号で答えよ。 
(2) 花こう岩は，白っぽく見える。花こ

う岩に多くふくまれる無色鉱物は何

か。a～fから2つ選び，記号で答え

よ。 
(3) ほぼ同じ鉱物からなる火山岩と深成

岩は，色が似ているか，違うか。 
[解答](1) a，c，e，f (2) b，d 
(3) 似ている 
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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

