
日付　　　月　　　日

１火山

Step 
１

火山活動

・地下にある岩石が高温のためどろどろにとけた物質。

・噴火のときにふき出された, マグマ
がもとになってできた物質。 

・マグマからでた気体。

・マグマが地表に噴き出す現象。

Step 
２

噴火と火山の形

火山噴出物には以下の
ものが含まれる。

火山の形

ねばりけ （　　　　）い 中間 （　　　　）い

色 （　　　）っぽい 中間 （　　　）っぽい

噴火のようす 中間

例 有珠山 
う す

雲仙普賢岳
うんぜんふ げんたけ

桜島 
富士山

マウナロア 
キラウエア
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日付　　　月　　　日

１火山

Step 
３

鉱物

・火山灰や岩石にふくまれる粒。 

名称 形 色 その他

無色鉱物

不規則 無色・ 白色

柱状・ 短冊状 無色~白色・うす桃色

有色鉱物

板状・ 六角形 黒色~褐色
うすく 

（　　　　　）

カクセン石 長い柱状・針状 こい緑色 ~黒色

キ石 短い柱状・短冊状 緑色~ 褐色

カンラン石 丸みのある短い柱状 黄緑色~ 褐色

不規則 黒色 
（　　　　）に
引きつけられる
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日付　　　月　　　日

１火山

Step 
４

火山岩と深成岩

種類 岩石 組織 でき方

深成岩 花こう岩 せん緑岩 斑れい岩 等粒状組織
マグマが地下でゆ
っくりと冷え固ま
ってできた岩石

火山岩 流紋岩 安山岩 玄武岩 斑状組織
マグマが地表や地
表近くで急速に冷
え固まってできた

① 噴火のときに流れ出たマグマが地
表や地表近くで急速に冷え固まって
できた岩石(溶岩)。 

② マグマが地下でゆっくりと冷え
固まってできた岩石(溶岩)。

・大きな鉱物が粒のよ
く見えない部分に散ら
ばってみえる組織。

・大きな鉱物がきっち
りと組み合わさってい
る組織。 

・マグマが冷え固まってできた岩石。

【火山岩の種類と鉱物の割合による色のちがい】 

白っぽい 黒っぽい
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日付　　　月　　　日

２地震

Step 
1

地震とは？

・いろいろな原因で地下の岩石には力が加わり, ゆがみが生じる。岩
石がこの力に耐えきらなくなると, 破壊され, 岩盤がずれること。 

・地震が始まった地下の点。
・地震の真上の地表の点。

① 海底で地震が起こると何が発生するか。 

④ 規模の大きい地震が起こり, 土地が急に沈むこ
と。  

③ 規模が大きい地震が起こり, 土地が急に盛
り上がること。

② 地震が起こると, 砂や泥でできたやわらかい土地
で, 土砂と水が噴き出す現象。

Step 
2

地震の揺れ

・地震の揺れは（　　　　　　） 
　状に広がる。

❌

⑤ P波とS波の波がとどくまでの時間の差。 

① 地震が起こったときの小さ
な揺れ。 図のA。

② 後に続く大きな揺れ。 図のB。

③ 初期微動の速い波。 ④ 主要動の遅い波。

✖

地震が起こると？

同心円
地震計の記録
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日付　　　月　　　日

２地震

Step 
３

地震の揺れ（読み取り）

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。 

(1) 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。 

Q &A

(2) この地震が発生した時刻を求めなさい。 

(3) 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。 

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
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マグニチュードの数値が１大きくなると,エ
ネルギーは（　　　）倍, ２大きくなると,
（　　　　）倍になる。

日付　　　月　　　日

２地震

Step 
４

地震の大きさの表し方

・地震によるある地点での地面の揺れの程度。 ・地震の規模を表す単位。

日本では（　　　）段階に分けられる

震度

0 人は揺れを感じないが, 地震計には記録される。

1 屋内で静かにしている人の中には, 揺れをわずかに感じる人がいる。

2 屋内で静かにしている人の大半が, 揺れを感じる。

3
屋内にいる人のほとんどが, 揺れを感じる。歩いている人の中には揺れを感じる人も
いる。

4 ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが揺れを感じる。

５弱 大半の人が恐怖を覚え, ものにつかまりたいと感じる。

５強 大半の人が物につかまらないと歩くことが難しいなど, 行動に支障を感じる。

６弱 立っていることが困難になる。

６強
立っていることができず, はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ, 動
くこともできず, 飛ばされることもある。

7
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日付　　　月　　　日

３地層

Step 
１

地層のでき方

・がけや道路のわきなど, 地層が地表面に現れているところ。

　  

・風や流水のはたらきによって岩石が削られること。

・流水が, 川の上流で削りとった土砂を下流へ運ぶこと。

 

Step 
２

地層の調査

・機械で大地に穴を掘って地層の試料を取り出す方法。 

  

・横からおす力や横に
引っぱる力がはたらい
て,地層が切れてずれ
ることによってできた
くい ちがい。 

  

・地層に力がはたらいて, おし曲げられたもの。

  

 

・地表の岩石が長い間に気温の変化や水のはたらき
などによって, 表面からぼろぼろにくずれること。 

・目印となる層。

・土砂が海や湖に流れ込んだ場合, 粒の大きいものほど（　　　　）沈むため, 層の下の方に大
きい粒が, 上の方には, 小さい粒が堆積する。河口付近には（　　　　）や（　　　）が,河口か
ら離れた沖合には（　　　）が堆積する。

【堆積の仕方】
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日付　　　月　　　日

Step 
３

柱状図

・機械で大地に穴を掘って地層の試料を取り出す。
この方法で採取した試料を(　　　　　　　）試料と
いう。

やってみよう

・１枚１枚の層の重なり方を柱状に表
したもの。

・下のA～D地点の柱状図を参考に, 右の図のB～Dに地層を書き込もう！

０

２

４

８

６

A B C D

泥
砂

れき
火山灰
れき
砂

（　　　）しい

（　　　）い

おもに川で運搬されてきたれき・砂・泥・粘土が
河口付近～沿岸で堆積してできる。

れき 砂 泥

泥 砂

れき 火山灰

チャート

標
高
（m）

20

18

16

14

A

B

C

D

12

３地層
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特徴 岩石 写真

粒の直径が2mm以上のもの。

粒の直径が2~0.06mmのもの。

粒の直径が0.06mm以下のもの。

軽石などの火山岩のかけらを多くふくもの。

生物の死がいなどが堆積し, うすい塩酸を加
えると二酸化炭素が発生するもの。傷つきや
すい。

生物の死がいなどが堆積し, うすい塩酸を加
えても気体は発生しない。

日付　　　月　　　日

３地層

Step
４

堆積岩

・海底に湖底に積もったれき・砂・泥などが長い間にすき間につま
り, 固まった岩石。  

・厚い凝灰岩がふくまれる地層が観察
されたことから, どのような場所に堆積
したとわかるか。

Q &A
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時代 古生代 中生代

新生代

新第三紀 新第四紀

図

名称

種類 サンゴ シジミ ブナ ホタテ

図

当時の環境

日付　　　月　　　日

３地層

・地層が堆積した当時の環境を示す化石。

Step 
５

化石

・地層が堆積した当時の時代を示す化石。 

示相化石の例
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日付　　　月　　　日

４大地の変動

Step 
１

プレート

・地球の表面にある十数枚のかたい板。

日本付近では,（　　　）枚のプレートが押し合っており, 海のプレートが陸のプレートの
下に（　　　　　）こんでいる。

（　　　　　　　） 
　　プレート

（　　　　　　　　）プレート
（　　　　　　　）プレート

（　　　　　　　　） 
　　　プレート

プレートの境界で起こる地震の震源は, プレートの沈みこみにそって, 太平洋側で
（　　　）く, 日本海側にいくにつれて（　　　）くなる。おもに日本の太平洋側の海底
で起こるため, 地震のときに大きな（　　　　）が起こることも多い。
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