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わたしたちが住む大地のつくり →第 2次

岩石・地層・鉱床などの新しい面が自然に，
または工事現場のように人工的に，地表に現れ
ている場所を露頭という。
●準備上の留意点
校外の露頭を観察する場合は，必ず事前に下

見を行い，児童が安全に観察できるかを確認し
ておく必要がある。そのポイントは要点編
p.173に示してある。
岩石ハンマーには，平らなほうととがったほ

うがある。岩石を割るとき，児童はとがったほ
うがよいと考えやすいが，破片が飛び散るなど，
危険なことが起こりやすいので，かたい岩石を
割るときは平らなほうを使うよう，事前に指導
しておく。また，岩石ハンマーを使うときには
必ず周囲に声をかけるなどして，安全に留意さ
せる。力任せに大きくたたくのではない。
デジタルカメラを数台，班ごとに用意してお

くと，まとめの授業などの際にデータを利用す
ることができる。
地形図は， 2 万 5 千分の 1のものが日本全国

をカバーしているので入手しやすい。都市部で
は 1 万分の 1のものも発行されている。児童に
は，事前に地形図上の露頭の位置を確認させて
おく。インターネットの地図でもよい。
各地層を記録する場合の，色鉛筆などを使っ

た色分けや，鉛筆で記録する場合の記号の種類
を同じにするように事前に指導をしておく。
油性ペンやシールラベルなどを用意しておく

と，採集した岩石サンプルに直接記録をかき込
むことができる。
●観察上の留意点
まず，全体が見える位置に立ち，露頭全体の

写真を撮影する。このとき，スケールの目安と
して，人に立って露頭といっしょに写ってもら
うのがよい。
地層の広がりやつながりを見るために，鍵層

や特徴的な地層の重なり方に着目させるとよい。
また， 1つの地層(単層)の中での粒の大きさに
違いがある場合は，堆積時に下になった側の粒
が大きい。

スケッチのしかた →第 2次

スケッチでは，観察対象である地層がかかれ
ていればよく，それ以外の植物や，露頭の凹凸
などは記入しない。
●全体のスケッチ例

白っぽい泥の層

茶色の礫が入った層茶色の礫が入った層

●部分のスケッチ例

丸みを帯びた礫が砂の中にたくさんある。
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化石のでき方

　現地性の化石のでき方は次のようになります。

　化石は，昔の生物が，水底に堆積した土砂に埋もれ，非常に長い年月をかけてできたということをとらえさせま

しょう。また，地層に含まれた化石からいろいろなことを推論させ，その結果を話し合う機会を設定し，観察さ

れた事実を論理的に解釈し，ほかの児童に分かりやすく説明できるようにしましょう。

　スケッチでは，観察対象である地層

がかかれていればよく，それ以外の植

物や，露頭の凹凸などは記入しないで

よいことを伝えましょう。

スケッチのしかた
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化石のでき方 →第 1次

現地性の化石のでき方は次のようになる。
①生物が生活している。

②生物の遺骸が水底に沈む。

③遺骸の上に土砂が堆積して，地層がつくられ
る。

④土地が隆起したり，水面が下がって地層が陸
上に現れる。

化石は，昔の生物が，水底に堆積した土砂に
埋もれ，非常に長い年月をかけてできたという
ことをとらえさせたい。
図からわかるように，大昔の地球環境は，化
石を調べることで，詳しく知ることができる。
恐竜のような大型生物だけでなく，種子も化石
として発見することができる。また，一枚の葉
の葉脈の跡や，動物の歯や指の骨などの小さな
化石から，新種や特に希少な生物の化石が見つ
かる場合がある。その含まれていた地層の年代
から，絶滅した時期を推測することも可能にな
る。
また，地層に含まれた化石からいろいろなこ

とを推論させ，その結果を話し合う機会を設定
し，観察された事実を論理的に解釈し，ほかの
児童にわかりやすく説明できるようにしたい。

示相化石・示準化石 →第 1次

生物は，それぞれ特有の生活環境に生存する
ため，現地性の化石によってその化石を含む地
層の堆積環境を推定することができる。そして，
その中でも特に明確に環境条件を限定すること
ができるものを示相化石といい，種の存続年数
が長いものほど重要である。
●ケイソウ
それが生活していた環境が海水か淡水かを判
断する手がかりとなる。
●ストロマトライト
藍藻類(シアノバクテリア…地球大気の酸素

濃度を高めたと考えられている)の遺骸と泥粒
などによってつくられた層状の構造をもつ岩石。
浅い海であったことを示す。
●シダ
シダは湿った陸地に生育している。
●メタセコイア
スギ科の落葉性の高木で，温暖で湿り気の多
い土地で育つ。白亜紀から新生代の示準化石と
しても使われる。
地理的分布が広く，短期間に栄えて絶滅した
か，あるいは進化が速い生物の化石のことを示
準化石という。また，地球の誕生から歴史時代
以前までの時代のことを地質時代とよび，それ
を示準化石などをもとにして区分した年代のこ
とを地質年代という。
●サンヨウチュウ
古生代カンブリア紀～ペルム紀。
節足動物。
●ハチノスサンゴ
古生代シルル紀～デボン紀。
横断面が蜂の巣状に見えるサンゴ。
●フズリナ
古生代石炭紀～ペルム紀。
原生生物有孔虫類。
●アンモナイト
古生代デボン紀～中生代白亜紀。
軟体動物頭足類。
このほかにも多数ある。

研究編 6年 P157-165  Page 5 15/01/05 17:16

161

7

大
地
の
つ
く
り
と
変
化

化石のでき方 →第 1次

現地性の化石のでき方は次のようになる。
①生物が生活している。

②生物の遺骸が水底に沈む。

③遺骸の上に土砂が堆積して，地層がつくられ
る。

④土地が隆起したり，水面が下がって地層が陸
上に現れる。

化石は，昔の生物が，水底に堆積した土砂に
埋もれ，非常に長い年月をかけてできたという
ことをとらえさせたい。
図からわかるように，大昔の地球環境は，化
石を調べることで，詳しく知ることができる。
恐竜のような大型生物だけでなく，種子も化石
として発見することができる。また，一枚の葉
の葉脈の跡や，動物の歯や指の骨などの小さな
化石から，新種や特に希少な生物の化石が見つ
かる場合がある。その含まれていた地層の年代
から，絶滅した時期を推測することも可能にな
る。
また，地層に含まれた化石からいろいろなこ

とを推論させ，その結果を話し合う機会を設定
し，観察された事実を論理的に解釈し，ほかの
児童にわかりやすく説明できるようにしたい。

示相化石・示準化石 →第 1次

生物は，それぞれ特有の生活環境に生存する
ため，現地性の化石によってその化石を含む地
層の堆積環境を推定することができる。そして，
その中でも特に明確に環境条件を限定すること
ができるものを示相化石といい，種の存続年数
が長いものほど重要である。
●ケイソウ
それが生活していた環境が海水か淡水かを判
断する手がかりとなる。
●ストロマトライト
藍藻類(シアノバクテリア…地球大気の酸素

濃度を高めたと考えられている)の遺骸と泥粒
などによってつくられた層状の構造をもつ岩石。
浅い海であったことを示す。
●シダ
シダは湿った陸地に生育している。
●メタセコイア
スギ科の落葉性の高木で，温暖で湿り気の多
い土地で育つ。白亜紀から新生代の示準化石と
しても使われる。
地理的分布が広く，短期間に栄えて絶滅した
か，あるいは進化が速い生物の化石のことを示
準化石という。また，地球の誕生から歴史時代
以前までの時代のことを地質時代とよび，それ
を示準化石などをもとにして区分した年代のこ
とを地質年代という。
●サンヨウチュウ
古生代カンブリア紀～ペルム紀。
節足動物。
●ハチノスサンゴ
古生代シルル紀～デボン紀。
横断面が蜂の巣状に見えるサンゴ。
●フズリナ
古生代石炭紀～ペルム紀。
原生生物有孔虫類。
●アンモナイト
古生代デボン紀～中生代白亜紀。
軟体動物頭足類。
このほかにも多数ある。

研究編 6年 P157-165  Page 5 15/01/05 17:16

161

7

大
地
の
つ
く
り
と
変
化

化石のでき方 →第 1次

現地性の化石のでき方は次のようになる。
①生物が生活している。

②生物の遺骸が水底に沈む。

③遺骸の上に土砂が堆積して，地層がつくられ
る。

④土地が隆起したり，水面が下がって地層が陸
上に現れる。

化石は，昔の生物が，水底に堆積した土砂に
埋もれ，非常に長い年月をかけてできたという
ことをとらえさせたい。
図からわかるように，大昔の地球環境は，化
石を調べることで，詳しく知ることができる。
恐竜のような大型生物だけでなく，種子も化石
として発見することができる。また，一枚の葉
の葉脈の跡や，動物の歯や指の骨などの小さな
化石から，新種や特に希少な生物の化石が見つ
かる場合がある。その含まれていた地層の年代
から，絶滅した時期を推測することも可能にな
る。
また，地層に含まれた化石からいろいろなこ

とを推論させ，その結果を話し合う機会を設定
し，観察された事実を論理的に解釈し，ほかの
児童にわかりやすく説明できるようにしたい。

示相化石・示準化石 →第 1次

生物は，それぞれ特有の生活環境に生存する
ため，現地性の化石によってその化石を含む地
層の堆積環境を推定することができる。そして，
その中でも特に明確に環境条件を限定すること
ができるものを示相化石といい，種の存続年数
が長いものほど重要である。
●ケイソウ
それが生活していた環境が海水か淡水かを判

断する手がかりとなる。
●ストロマトライト
藍藻類(シアノバクテリア…地球大気の酸素

濃度を高めたと考えられている)の遺骸と泥粒
などによってつくられた層状の構造をもつ岩石。
浅い海であったことを示す。
●シダ
シダは湿った陸地に生育している。

●メタセコイア
スギ科の落葉性の高木で，温暖で湿り気の多

い土地で育つ。白亜紀から新生代の示準化石と
しても使われる。
地理的分布が広く，短期間に栄えて絶滅した

か，あるいは進化が速い生物の化石のことを示
準化石という。また，地球の誕生から歴史時代
以前までの時代のことを地質時代とよび，それ
を示準化石などをもとにして区分した年代のこ
とを地質年代という。
●サンヨウチュウ
古生代カンブリア紀～ペルム紀。
節足動物。

●ハチノスサンゴ
古生代シルル紀～デボン紀。
横断面が蜂の巣状に見えるサンゴ。

●フズリナ
古生代石炭紀～ペルム紀。
原生生物有孔虫類。

●アンモナイト
古生代デボン紀～中生代白亜紀。
軟体動物頭足類。
このほかにも多数ある。研究編 6年 P157-165  Page 5 15/01/05 17:16

161

7

大
地
の
つ
く
り
と
変
化

化石のでき方 →第 1次

現地性の化石のでき方は次のようになる。
①生物が生活している。

②生物の遺骸が水底に沈む。

③遺骸の上に土砂が堆積して，地層がつくられ
る。

④土地が隆起したり，水面が下がって地層が陸
上に現れる。

化石は，昔の生物が，水底に堆積した土砂に
埋もれ，非常に長い年月をかけてできたという
ことをとらえさせたい。
図からわかるように，大昔の地球環境は，化
石を調べることで，詳しく知ることができる。
恐竜のような大型生物だけでなく，種子も化石
として発見することができる。また，一枚の葉
の葉脈の跡や，動物の歯や指の骨などの小さな
化石から，新種や特に希少な生物の化石が見つ
かる場合がある。その含まれていた地層の年代
から，絶滅した時期を推測することも可能にな
る。
また，地層に含まれた化石からいろいろなこ

とを推論させ，その結果を話し合う機会を設定
し，観察された事実を論理的に解釈し，ほかの
児童にわかりやすく説明できるようにしたい。

示相化石・示準化石 →第 1次

生物は，それぞれ特有の生活環境に生存する
ため，現地性の化石によってその化石を含む地
層の堆積環境を推定することができる。そして，
その中でも特に明確に環境条件を限定すること
ができるものを示相化石といい，種の存続年数
が長いものほど重要である。
●ケイソウ
それが生活していた環境が海水か淡水かを判

断する手がかりとなる。
●ストロマトライト
藍藻類(シアノバクテリア…地球大気の酸素

濃度を高めたと考えられている)の遺骸と泥粒
などによってつくられた層状の構造をもつ岩石。
浅い海であったことを示す。
●シダ
シダは湿った陸地に生育している。

●メタセコイア
スギ科の落葉性の高木で，温暖で湿り気の多

い土地で育つ。白亜紀から新生代の示準化石と
しても使われる。
地理的分布が広く，短期間に栄えて絶滅した

か，あるいは進化が速い生物の化石のことを示
準化石という。また，地球の誕生から歴史時代
以前までの時代のことを地質時代とよび，それ
を示準化石などをもとにして区分した年代のこ
とを地質年代という。
●サンヨウチュウ
古生代カンブリア紀～ペルム紀。
節足動物。

●ハチノスサンゴ
古生代シルル紀～デボン紀。
横断面が蜂の巣状に見えるサンゴ。

●フズリナ
古生代石炭紀～ペルム紀。
原生生物有孔虫類。

●アンモナイト
古生代デボン紀～中生代白亜紀。
軟体動物頭足類。
このほかにも多数ある。

　 生物が生活している。❶

　 遺骸の上に土砂が堆積して，
　 地層がつくられる。
❸

　 生物の遺骸が水底に沈む。❷

　 土地が隆起したり，水面が下がって地層が
　 陸上に現れる。
❹
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化石のでき方・スケッチのしかた


