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日本の火山について説明した以下の文章について、次の問いに答えなさい。

★★★ □ （1）　火山の噴出物を火山灰、火山ガス以外に3つ答えなさい。

★★★ □ （2）　火山ガスにふくまれる気体を2つ答えなさい。

★★★ □ （3）　下線部Aの現象を何というか。

★★ □ （4）　地下深くにあり、高温のため岩石が溶けた状態で火山噴出物のもとになる物質を何というか。

★★ □

　　ア　爆発的な噴火をすることがあり、溶岩が盛り上がる。

　　イ　激しい噴火と溶岩流出を繰り返して、溶岩と火山灰が交互に積もる。

　　ウ　おだやかな噴火をし、溶岩はうすく広がる。

★★★★ □ （6） 　火山について述べた次の文章のうち最も適当なものを1つ選び記号で答えなさい。

★★★ □ （7） 板状でうすくはがれやすい黒い鉱物は何というか、書きなさい。

★★★ □ （8） Bの火山の例として正しいものを、次のア～エから一つ選び記号で答えなさい。

　　ア　有珠山　　　イ　雲仙普賢岳　　　　ウ　キラウエア山　　　　エ　桜島

★★★ □ （9）

　エ　安山岩を観察すると、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
　　を斑状組織といい、大きな鉱物の粒を石基、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
　　質の部分を斑晶という。

　日本列島には数多くの火山が帯状に分布している。これらは時々噴火を起こし、災害をもたらす。
　一方で、温泉や地熱などの資源をもたらすとともに、美しい風景や登山コースとして観光地にもなって
いる。 噴火を起こす可能性のある火山を「活火山」と呼び、約1万年以内に噴火したことのある火山と、
活発な噴気活動がみられる火山を指している。現在、日本には110の活火山があるといわれている。
　火山の噴火では、火口から火山灰や火山ガスなど、さまざまな噴出物が噴き出される。1991年の雲
仙岳（長崎県）での噴火は、噴火にともなってA火山の噴出物が高速で山の斜面を流れ下る現象がお
きた。

（5）　AとＣの火山の特徴を説明したものとして正しいものを、次のア～ウからそれぞれ1つずつ選び記号で
　　答えなさい。

　ア　マグマのねばりけが弱いと噴火がおだやかになりマグマは広がって流れる。また、火山灰や岩石
　　の色は黒っぽくなる。
　イ　マグマのねばりけが強いと噴火は激しくなり、火山の形はおわんをふせた形になり、火山灰や岩
　　石の色は黒っぽくなる。
　ウ　火山岩とは、マグマが冷え固まった岩石で、地表や地表近くで急速に固まってできた火成岩と、
　　地下でゆっくり固まった深成岩に分けられる。

　また、いろいろな火山を観察し、その結果をもとに火山の形を三つに分類した。下図のAからＣまで
は、分類した火山の形を模式的に表したものである。

阿蘇火山は、噴火のときに地下のマグマを大量に噴出したため、地下に空洞ができ火山の上部が円
形またはそれに近い陥没地形をしている。このような火山の形を何というか。

目標時間

30分1.火山

単元4 大地の変化

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい
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（6） （8）
A C

（2）（1）

（4） （5） （7） （9）（3）

合計日付

小計
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★★ □

　　ア　ルーペを火成岩に近づけて持ち、ルーペだけを前後に動かす。

　　イ　ルーペを目から離して持ち、ルーペと火成岩を同時に前後に動かす。

　　ウ　ルーペを火成岩に近づけて持ち、頭だけを前後に動かす。

　　エ　ルーペを目に近づけて持ち、火成岩だけを前後に動かす。

★★ □ (2）　火成岩Ａ、火成岩Ｃのようなつくりをもつ火成岩のなかまを何というか、その名称を書け。

★★★ □ (3）　火成岩Bの名称を答えよ。

★★★★★ □

★★★ □

　　　　ア　a　強い　b雲仙普賢岳　　　　　イ　a　強い　b　三原山　　　　

　　　　ウ　a　弱い　b　雲仙普賢岳　　　　エ　a　弱い　b　三原山　

★★★ □

　　　　　　　ア　凝灰岩　　　　イ　チャート　　　ウ　砂岩　　　エ　石灰岩

★★ □

（6）　次の岩石のうち、火山の噴出物に関係の深いものはどれか。最も適当なものを次のア～エから選ん
　　　で、その記号を書け。

（7）　火山活動は、美しい景観をつくり、温泉や発電など様々な恩恵を与える一方で、生活に大きな被害を
　　およぼすこともある。自治体などで、予測される自然災害による被害の程度や範囲、避難経路、避難場
　　所などの情報を地図に表したものを何というか書け。

3種類の火成岩の表面を歯ブラシでこすって洗い、きれいにした。次に、それぞれの火成岩を手で持
ち、その表面をルーペで観察した。図は、そのスケッチで、観察の結果を表にまとめた。

（1）　この観察で、ルーペの使い方について正しく説明したものはどれか。最も適当なものを次のア～エから
　　選んで、その記号で書け。

（4）　火成岩Ｂは、そのつくりから地下深くでゆっくり冷えてできたと考えられるが、地表で採集することがで
　　　きた。それはなぜか。その理由を簡潔に書け。
（5）　火成岩Ｃに関する次の文の（　a　）、（　ｂ　）に当てはまる語句の組み合わせはどれか。最も適当なも
　　　のをあとのア～エから選んで、その記号を書け。

火成岩Ｃのもとになったマグマのねばりけがちがうと、火山の噴火の様子や形もちがう。ねばりけが
（　a　）マグマが噴出した代表的な火山として、（　b　）がある。

2

火成岩Ａ 形がわからないほどの小さな粒の間に比較的大きな鉱物が散らばっている。色は全体的に白っぽい。

火成岩Ｂ ひとつひとつの鉱物が大きく、ほぼ同じ大きさのものが多い。色は全体的に白っぽい。

火成岩Ｃ 火成岩Ａと同じようなつくりをしていた。色は全体的に黒っぽい。

（1）

（5） （6） （7）

（4）

（2） （3）

小計
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★★ □ （1）　次の文章のア～ウに当てはまる語句を答えよ。

★ □ （2）　P波とS波のゆれをそれぞれ何というか。

★★★ □ （3）　図1は、観測地点Ａ～Ｄのどの地点の記録であると考えられるか。記号で答えなさい。

★★★★ □ （4）　この地震が発生した時刻を求めなさい。

★★★ □ （5）　地震の震度とマグニチュードとは何か。それぞれ簡単に書け。

★★★★ □ （6）　

★★★★ □ （7）　

　ある地震について、図1は観測地点Ａ～Ｄのいずれかにおける地震計の記録である。また表1は、この地震
で記録されたデータである。図2は、地震のゆれの記録する地震計のしくみを示したものである。

地球内部において、地震が発生した場所を（　ア　）といい、その真上の地表の地点を（　イ　）という。地
震の波は、地盤の中を伝わっていくが、P波とS波があるため、地上で地震のゆれを観測すると、初め小
さなゆれが起こり、続いて激しいゆれとなることが一般的である。小さなゆれが起こり、続いて激しいゆ
れが起こり、続いて激しいゆれが起こるまでの時間を（　ウ　）という。

地震の揺れによって地盤が軟らかくなり建物が倒れたり、地中の水は噴き出してくる現象を何といいま
すか。

図2についての説明で、文中の(　　　)内にあてはまる言葉をア、イから1つ、ウ、エから1つそれぞれ選
んでその記号を書け。

地震計は、地震で地面がゆれても、①（アおもりとペン　　イ記録紙）は、ほとんど動かないので、地震
のゆれを記録することができる。観測点で記録されるはじめの小さなゆれを初期微動といい、そのゆれ
は伝わる速さの速い②（ウＰ波　　エＳ波）によるものである。

目標時間

40分2.地震

単元4 大地の変化

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1

地点 初期微動が始まった時刻 主要動が始まった時刻 震源から距離

Ａ 8時30分03秒 8時30分09秒 36ｋｍ

Ｂ 8時30分07秒 8時30分17秒 60ｋｍ

Ｃ 8時30分15秒 8時30分33秒 108ｋｍ

Ｄ 8時30分27秒 8時30分57秒 180ｋｍ

合計日付

小計

（3）

① ②

（4） （5）

　時　　　　分　　　　秒

震度 マグニチュード

（6） （7）

（1） （2）
ア イ ウ P波 S波
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★★★★ □ （1）　初期微動継続時間を正しく表しているものを、次のア～エから1つ選び記号で答えない。

ア　地震発生時からＰ波が届くまでの時間である。

イ　地震発生時からＳ波が届くまでの時間である。

★★★ □ （2）　地震の発生した時刻はいつですか。

★★★★ □ （3）　Ｓ波の速度を求めなさい。

★★★★ □ （4）　震源地を右の図3のア～ケから選び、記号を答えなさい。

★★★★ □ （5）　

　　ア　地震の規模は同じで、初期微動継続時間も変わらない。

　　イ　地震の規模は同じであるが、初期微動継続時間は大きく変わる。

　　ウ　地震の規模は異なるが、初期微動継続時間は変わらない。

　　エ　地震の規模は異なり、初期微動継続時間も大きく変わる。

★★★★ □ （6）　

★★★★ □ （7）　次の文中の（　　　）にあてはまる語を、漢字で答えなさい。

ごく近い地質時代にくり返しずれて活動した証拠がある断層を（　　　　）といい、今後も地震を起こす可
能性がある。

この地震と震源が同じでマグニチュードが異なる地震が発生したとする。この場合、地震の規模と初期
微動継続時間について正しく説明しているものを、次のア～エから1つ選び記号で答えなさい。

次の文は、日本列島付近で発生する地震の震源の分布について述べようとしたものである。文中の
Ｘ、Ｙの（　　　）内にあてはまる言葉の組み合わせとして最も適当なものを，右下の表のア～エから一
つ選んで、その記号を書きなさい。

日本付近の大陸側のプレート（陸のプレート）と太平洋側のプレート
（海のプレート）との境界で発生する地震の震源の分布は太平洋側
から日本海側に向かって震源の深さが（　Ｘ　）になる。これは、日本
列島の下に（　Ｙ　）のプレートが沈み込んでいるためであり、プレー
トの境界に強い力がはたらき、地下の岩石が破壊されて地震が起こ
ると考えられている。

　次の図は、Ａ～Ｅの5つの地点で記録された地震計の記録を示したものです。図1のＡ地点とＢ地点は、震
源から360ｋｍ、120ｋｍ離れていますが、どちらがどの距離かはわかっていません。また、図2はこのときに
記録された地震波の到着時刻と震源からの距離の関係を示したものです。あとの各問いに答えなさい。ただ
し、震源は浅く震央との距離の差はないものとします。

ウ　地震発生時からＰ波が届くまでの時間から、地震発生時からＳ波が届くまでの時間を引いた時間
   である。

エ　地震発生時からＳ波が届くまでの時間から、地震発生時からＰ波が届くまでの時間を引いた時間
  である。

2

Ｘ Ｙ

ア 浅く 大陸側

イ 浅く 太平洋側

ウ 深く 大陸側

エ 深く 太平洋側

（1） （4）

（5） （6） （7）

（3）

　　         　ｋｍ/s

（2）

時　　　　分　　　　秒

図2

小計
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★ □ （1）　

　　　ア　砂岩　　イ　凝灰岩　　ウ　れき岩　　　エ　泥岩　　　オ　石灰岩

★★ □ （2）　

　　ア　湖や河口　　　イ　浅い暖かい海　　　　ウ　標高の高い陸地

②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手がかりとなる化石を何というか。

★★ □ （3）　地層に力がはたらいて、おし曲げられたものを何というか。

★★★ □ （4）　地点Ｄの柱状図の石灰岩に、フズリナの化石が含まれていました。

①　このことから、この石灰岩の層が堆積した時代を答えなさい。

　ア　ビカリア　　イ　アンモナイト　　　ウ　サンヨウチュウ　　　エ　デスモスチルス　　　オ　ナウマンゾウ

★★★★ □ （5）　

★★★★ □ （6）　

　　　ア　東　　　　　イ　西　　　 　ウ　南　　　 　　エ　北

　　　オ　北東　　 　カ　北西　　　キ　南東　　　　ク　南西

★★★★★ □ （7）　地点Ａで、地表から垂直に何ｍ掘ると石灰岩の層に達しますか。

図2の地点Ｂ～Ｅの柱状図のうち、地点Ａの柱状図の砂岩より古い時代の砂岩を含むものをすべて選
び、記号で答えなさい。

Ｃ層では、サンゴの化石が発見された。①、②の問いに答えよ。

②　この生物の化石のように、含まれていた地層が堆積した時代を知る手がかりとなる化石を何といい
　　ますか。
③　化石の発見によりフズリナと同じ時代に生息したと考えられている生物を次のア～オから選び、記
　　号で答えなさい。

図1はある地域の地形図で、図2は図1の地点Ａ～Ｅの柱状図です。この地域はある方向に地層が傾いてい
ることと、地層の上下の逆転や断層などはないことがわかっています。あとの各問いに答えなさい。

図2に見られる堆積岩のうち、火山の噴出物が堆積してできたものを次のア～オから選び、記号で答え
なさい。

①この層はどのようなところでできたと考えられるか。次のア～ウの中から1つ選び記号で答えよ。

この地域の地層は、どの方向に低くなるように傾いてると考えられますか。次のア～クから選び、記号
で答えなさい。

目標時間

30分3.地層

単元4 大地の変化

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1

（1）
①

（6）
③

（5） （7）

　　　　　　　ｍ

① ②

（4）

（2）
②

（3）

図1

合計日付

小計
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★ □ （1）　火山の噴火によって堆積してできた層はどれか。次のア～エから1つ選び記号で答えなさい。

　　　ア　砂岩　　　　イ　れき　　　　ウ　凝灰岩　　　エ　泥岩

★★★ □ （2）　堆積岩について述べた文章のうち、間違っているものを1つ選び、記号で答えよ。

　　　ア　れき岩とは直径2ｍｍ以上のれきが堆積してつくられた岩石である。

　　　イ　砂岩とは直径2ｍｍ～0.06ｍｍの砂が堆積してつくられた岩石である。

★★ □ （3）　

★★ □ （4）　

★★★★ □ （5）　　この地域の地層は、（　①　）から（　②　）の向きに傾いて低くなっている。

　ア　西　　　イ　南西　　ウ　南　　エ　南東　　　オ　東　　　カ　北東　　キ　北　　ク　北西

★★★★★ □ （6）　

　　　ア　20ｍ　　　イ　25ｍ　　　ウ　30ｍ　　　エ　36ｍ

Ｘ地点において、真下に何ｍ掘れば火山灰の層に達するか、適切なものを、次のア～エから1つ選ん
で、その記号を書きなさい。

　　　エ　チャートとは主に生物の死がいなどが堆積した岩石であり、うすい塩酸をかけると泡が出るの
　　　　が特徴である。

　　　ウ　凝灰岩とは火山灰や軽石などが堆積した岩石であり、火山岩のかけらを多く含むのが特徴で
　　　　　ある。

Ａ地点の泥岩層で三葉虫の化石が見られた。この地層が堆積した地層時代はいつか。漢字で答えなさ
い。

（3）の三葉虫のように、地層はできた時代を推定できる化石のことを何というか。漢字で答えなさい。

ある地域のＸ地点を中心、東、西、南、北の方位に、水平方向でそれぞれ100ｍはなれた地点Ａ～Ｄの地下
の地層を調べた。図1は東西方向、図2は南北方向の断面図を、図3は地点Ａ～Ｄの柱状図を模式的に表し
たものである。ただし、この地域には、地層が一定の傾きで連続して広がっており、断層もないものとする。

2

（1） （2） （6）
① ②

（5）（3） （4）

図1 図2

小計
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★★★★ □ （1）　図1のBとCのプレートを何というか。それぞれ答えよ。

★★ □ （2）　

★★★ □ （3）　図2の中で、大きな地震が起こりやすい場所はどこか。E～Hの記号で答えよ。

★★★★ □ （4）　図2の中で、マグマのもとがつくられる場所はどこか。E～Iの記号で答えよ。

★★★ □ （5）　図2のaは海底の深い溝、bは海底の大山脈である。それぞれの名称を漢字で答えよ。

★★★★ □ （6）　

        ア　Ｅ～Ｉのどの部分も同じ時期にできた　　　　　　イ　Ｅの部分がもっとも新しい時期にできた

　　　　ウ　Ｆの部分がもっとも新しい時期にできた　　　　エ　Ｆの部分がもっとも新しい時期にできた

　　　　オ　Ｇの部分がもっとも新しい時期にできた　　　　カ　Ｈの部分がもっとも新しい時期にできた

★★★★ □ （7）　

　　　　ア　陸のプレートと海のプレートが互いにぶつかり合っているから

　　　　イ　陸のプレートが海のプレートの下に沈み込んでいるから

　　　　ウ　海のプレートが陸のプレートの下に沈み込んでいるから

　　　　エ　陸のプレートと海のプレートが離れていっているから

　　　　オ　陸のプレートと海のプレートが何万年もその場所で静止しているから

　　　　カ　陸のプレートと海のプレートの間から新たなプレートができてくるから

★★★★ □ （8）　

★★★★★ □ （9）　

X地点付近では、2011年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生している。この地震の規模は9.0で
あった。この規模の表し方を何というか。

太平洋をとりまくように、地震が起こる場所や火山が帯状に分布している理由として適切なものを、次
のア～カから選び、記号で答えよ。

海のプレートが1年間に8.5ｃｍ移動するとき、海のプレート上のある地点が10万年間で動く距離は何ｋ
ｍか。

しずみこみ生みのプレートに沿って地震が発生するとき、震源の深さにはある特徴がみられる。その
特徴を「太平洋側」と「日本海側」と2語を用いて説明しなさい。

日本付近のプレートやそれに関連することについて各問いに答えよ。ただし、下の図1は、日本付近のプレー
トのようすをA～Dで表したものであり、図2は図1のX地点付近のプレートの断面を示したものである。

図2のE～Iの部分ができた時期について、どのようなことがいえるか。次のア～カの中から正しいもの
を選び記号で答えなさい。

目標時間

30分4.大地の変動

単元4 大地の変化

★・・・簡単 ★★・・・少し簡単 ★★★・・・標準 ★★★★・・・少し難しい ★★★★★・・・難しい ★★★★★★・・・かなり難しい

1

（6） （7）

（4）

（9）

（8）

　　　　　　　　ｋｍ

（5）
a ｂ

B C

（1） （2） （3）

図2図1

合計日付
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