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10
プログラムのねらい

中
学
校
　
理
科

１
年

（2）大地の成り立ちと変化
　ア　火山と地震
（イ）　地震の伝わり方と地球内部の働き

地震の体験や記録を基に，その揺れの大きさや伝わ
り方の規則性に気付くとともに，地震の原因を地球
内部の働きと関連付けてとらえ，地震に伴う土地の
変化の様子を理解すること。

イ　地層の重なりと過去の様子
（ア）　地層の重なりと過去の様子

野外観察などを行い，観察記録を基に，地層のでき
方を考察し，重なり方や広がり方についての規則性
を見いだすとともに，地層とその中の化石を手掛か
りとして過去の環境と地質年代を推定すること。

　地層のでき方について理解を深めるとともに，地球
規模のプレート運動について考えることで，地震との関
連について具体的なイメージを持つ。

プログラムの内容
　特に四万十帯の露頭で観察を行う（通常の水平層状
でない）ことにより，プレートの運動について理解する。

おすすめのポイント
　南海トラフ地震が発生した場合，本県は大きな被害
を被ることが予想される。また，プレートの運動の痕跡
が数多く見られるのも本県の特徴である。
　大地のエネルギーの大きさを観察し体感することを
すすめる。

学習指導要領との関連

・地図を見ながら，日本には110の活火山があり，
いろいろな火山の活動の写真を見ながら，火山
について知っていることを話し合う。これから学
習する火山に関心をもたせ，全体を概観させる。
・火山の噴火のようすの写真を見ながら，火山活
動や火山噴出物と地下のマグマとの関係に気
づかせ，興味・関心を喚起させる。
・マグマが冷えて固まった岩石を火成岩といい，
冷え方によって火山岩と深成岩に分類すること
を知る。

【関・意・態】
・地層のつくりや重なり方に関心をもち，野外観察を意
欲的に行うことができる。

【思・表】
・観察結果のようすや特徴から，地層の堆積した場所や
環境を推測することができる。
・観察結果をわかりやすくまとめ発表することができる。
【技】
・地層を観察し，それらのようすをスケッチし，特徴を記
録することができる。

【知・理】
・地層のつくりや重なり方について理解している。

指導計画一例

中学校
理　科

配当時間

6

県道12号線（安田町～馬路村間）沿いの露頭 安田川中流域の露頭

指導内容 評価規準

1年 大地の変化

教科書関連単元 ※参考：大日本図書

※参考：大日本図書

中学校１年　理科　「大地の変化」 配当時間：21時間　　本時：14・15時/21時間

付加体の観察

④2014.02.26　Ｉ

・流水のはたらきによって色々な地形ができることを理解させる。
・地層のでき方を，構成物質の種類，粒の大小，重なり方などの特徴から理解させる。
・地層を観察し，つくり，重なり方，特徴などを記録させる。
・大地の変動によって断層やしゅう曲などの地層ができることを理解させる。
・堆積岩の特徴を理解し，分類ができる。
・地層のつくり，堆積岩の種類，化石の種類（示相化石）によって堆積した当時の環境を推定することがで
きることを理解させる。

・断層，しゅう曲，山地の形成，陸地の衝突，付加帯の形成など，地球内部のはたらきといろいろな地形の
でき方を関連づけてとらえさせる。プレートの動きに関心をもち，プレートの動きによってどのような地
形ができるか理解する。

・複数の地点の地震計の記録から震源を特定することに挑戦し，情報を分析して解釈する能力を高める。
・防災・減災についての科学的知識を身につけ，生活に生かしていく一助とする。

・地震の体験や具体的な記録を基に，地震によって起こるいろいろな現象や生活とのかかわりについて調べさ
せる。
・岩石の破壊や，地震にともなって起きる急激な隆起・沈降から，大地にはたらく大きな力があることに気づ
かせる。
・急激な土地の変化にともなって「津波」「液状化」そのほかの災害が生じることに気づかせる。
・観測地点の地震の揺れの強さ（震度）について，基本的な事柄を理解する。
・（地震の規模）マグニチュードについて，基本的な事柄を理解する。
・資料や，日本付近の立体的な震源分布模型から，日本列島付近の震源分布をプレートの動きによって説明
できることを理解する。

6

5
（本時）

2

2

配当時間 指導内容

学習プログラム 環境学習プログラム集

関係機関の活用
　高知コア研究所
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使用教材等
１）スライド用のケース　２）カッター　３）ガーゼ
４）ケント紙　５）両面テープ
６) 参考ホームページ
　　高知コア研究所　四国サイエンスマップ
　　 http://www.jamstec.go.jp/kochi/j/sciencemap/index.html
７）参考書籍
　　「日本列島の誕生」平朝彦（岩波書店〈岩波新書〉）

④2014.02.26　Ｉ

学習プログラム

memo

環境学習プログラム集

学習
指導案

中学校1年　理科
「地層の調査」付加体の観察

プログラムの位置づけと活用方法

中学校１年　理科 「大地の変化 地層の調査」で活用
単元の中での活用

　大地の活動の様子や身近な岩石，地層，地形など
の観察を通して，地表に見られる様々な事物・現象
を大地の変化と関連付けて理解させ，大地の変化に
ついての認識を深める。

学習指導要領

プログラム活用の工夫
　プレート運動が非常に大きなエネルギーを持っていることを理解することで，南海トラフの地震について，その規模の大きさに
思いをはせ，防災学習につなげていく手法も考えられる。
　言語活動の充実のために，仮説・予想・理由を記録し，結果や考察を文章で記述させる機会を設ける。

・水の働きによってできる地層
の特徴について話し合う。
・四国がプレート運動によってど
んな力を受けているか考える。
・実際に身近な付加体を観察し，
気付いたことを記録する。

・実験機材を使って地層モデル
を作り，プレートを動かすこと
によってどのような変化があ
るか実験する。
・実際に観察した付加体の様子
と，実験の結果を踏まえ，気付
いたことをまとめ，発表する。

○地層が主に海底で形成されることを確認する。

○「南海トラフ」についても併せて解説する。

○これまでの地層のイメージと違い，水平に重な
っていないことや，不規則になっている様子に
気付くよう助言する。
●地層のつくりや重なり方に関心をもち，野外観
察を意欲的に行うことができる。【関・意・態】
○時間がない場合は，実験の様子を映像に撮った
ものを投影する。
○四万十帯の分布や四国山地・日本列島の成り
立ちについてもプレートの動きによって説明で
きることを理解させる。
●観察結果を分かりやすくまとめ発表することが
できる。【思・表】

実験機材
小麦粉
ココアパウダー

授業の展開

時　間

1時間

1時間

主な学習活動 学習支援（○）と評価（●） 備考（使用教材等）

中学校１年　理科　「地層の調査」 ◆本時2時間

2524
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②2014.02.21　Ｉ

環境学習プログラム集資料編「付加体の観察実験」実験手順資料資料編「付加体の観察実験」実験手順資料

付加体の
観察実験

【準備するもの】
・透明ケース（スライドフィルムを入れるケースが便利）
・圧縮パーツ（名刺のケース等）
・ガーゼを貼ったボール紙（牛乳パックを切ってもよい）
・トランプやプリペイドカード
・スプーン
・小麦粉
・ココアパウダー
・霧吹き
・茶こし

①ケース上部にカッターナイフなどで穴を開けます。
　もうひとつのケースは、３分の１くらいの大きさに
　カットします。（四国パーツとなります）

③小麦粉をふるって、厚さ２ｍｍほどの層を　　
　つくります。

②透明ケースにガーゼを貼ったボール紙（プレート）と
　四国パーツをセットします。
　（ガーゼは霧吹きで湿らせましょう）

④圧縮パーツで上から軽く押さえます。
　またトランプ等を使って透明ケースの横について
　いる小麦粉をふきとります。

⑤小麦粉の層の上に、ココアパウダーをふるいます。
　ココアパウダー層は薄くて良いです。
　※ここからは圧縮する必要はありません。

⑦スライドケースを左手で持ち、右手でゆっくりボール紙
　を引きます。1ｃｍから3ｃｍくらい動かすと、小麦粉の
　層が四国パーツにぶつかり曲がります。

⑥横からみて小麦とココアの層が全部で５つできたら
完成です。これが海底にたまった泥や砂の地層です。

付加体ができたらその様子をスケッチしてみましょう。

環境学習プログラム集
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環境学習プログラム集




