
１．単元名  大地のつくりと変化 

 

２．単元目標 土地のつくりやでき方について興味・関心をもって追究する活動を通して，土地のつく            

りと変化を推論する力を育てるとともに，それらについての理解を図り，土地のつくり  と変化

についての見方や考え方についての見方や考え方をもつことができるようにする。 

 

３．科学的な見方や考え方を育む単元構想 

<科学的な見方や考え方> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<科学的な見方や考え方を育むための手立て> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．評価規準 

自然事象への関心・意欲・態度 科学的な思考・表現 観察・実験の技能 自然事象についての知識・理解 

・身の回りの土地やその中に含

まれる物，土地の変化，土地

の変化と自然災害との関係

などに興味・関心をもち，自

ら土地のつくりと変化の様

子を調べようとしている。 

・土地をつくったり変化させた

りする自然の力の大きさを

感じ，生活している地域の特

性を見直そうとしている。 

・土地の様子や構成物など

から，土地のつくりと変

化のきまりについて予

想や仮説をもち，推論し

ながら追究し，表現して

いる。 

・土地のつくりや変化の様

子について数地点の土

地の構成物を関連付け

て調べ，自ら調べた結果

と予想や仮説を照らし

合わせて推論し，自分の

考えを表現している。 

・ボーリングの資料

や映像資料など

を活用したり，安

全に野外観察を

行ったりしなが

ら，土地のつくり

と変化の様子に

ついて工夫して

調べている。 

・土地のつくりと変

化の様子を調べ，

その過程や結果

を記録している。 

・土地は，礫，砂，粘土，火山

灰及び岩石からできており，

層をつくって広がっているも

のがあることを理解してい

る。 

・地層は，流れる水の働きや火

山の噴火によってでき，化石

が含まれているものがあるこ

とを理解している。 

・土地は，火山の噴火や地震に

よって変化することを理解し

ている。 

 

 

６年 

「土地のつくりと変化」 

ア 土地は，礫，砂，泥，火山灰及び岩

石からできており，層をつくって広

がっているものがあること。 

イ 地層は，流れる水の働きや火山の噴

火によってでき，化石が含まれてい

るものがあること。 

ウ 土地は，火山の噴火や地震によって

変化すること。 

○ 土地のつくりと変化を推論する。 

「大地のつくりと変化」 
●土地は，礫，砂，泥，火山灰，礫岩，砂岩及び泥岩からできている。 
●土地は，層状に重なって地層をつくっているものがある。 
●地層からは，貝などの化石が見つかることがある。 
○地層や化石を手掛かりにすると，地層が出来た時代の様子を知ることがで
きるようだ。 

●地層の中には，角がとれ丸みを帯びた礫や砂などが含まれているものがあ
って，河原の石によく似ている。 

●地層は，流れる水の働きによってつくられる。 
●地層の中には，火山灰が含まれているものがあって，観察すると角ばった
透明なガラスのかけらのようなものが見られる。 

●地層は火山の噴火によってもつくられる。 
○地層は，長い時間をかけてつくられているようだ。 
●地層は各地点を連ねるように広がりをもって分布している。 
○地層は，広い空間の中でつくられているようだ。 
●土地の断層や褶曲などの大きな変化は，火山の活動や地震によって起こる。 
○急激な土地の変化に伴って，災害が生じるようだ。 

概念を獲得するための手立て 

① 地層からは貝などの化石が見つかることがあり，地層や化石を手掛か
りにすると，地層が出来た時代の様子を知ることができることを実感
するための 

② 地層は，流れる水の働きや火山の噴火によってつくられ，長い時間を 
かけて作られていることに気付くための 

次の単元や学年につながる手立て 

Ⅰ 地層は，各地点を連ねるように広がりをもって分布していて， 
広い空間の中でつくられていることに気づくための 

枡形山の 
露頭の活用 

枡形山や学校の
積層模型の活用 



５．単元の流れ（全 15時間） 

 

 

  

 

 

 

 

 

                           

 

                                  

 

   

 

                                

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ●…本単元で獲得する概念  ○…これからの単元や学年で育みたい概念 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．科学的な見方や考え方を育むための手立て 

③④ 堆積実験によって確かめる。（モデル実験） 
 
 
⑤⑥ 枡形山の地層を観察して確かめる。 

化石を含んだ地層を見る。 
関東ローム層（火山灰の層）を見る。 
ローム層は鉱物が酸化して赤く見えるこ 
とを知る。 
枡形山の異なる地点の地層を比べる。 

 
 
 

 

① 川崎の大地として，生田緑地の地層タワー

を見る。 

② 地層を構成している土（角が取れて丸みを

帯びた石など）を見る。  

○○小学校の地面の下を想像してみよう。①②                   

評価：関１ 

 

「月は，日によって形が変わるのだろうか。 

」 

火山活動が起こると，どのような 
土地の変化や災害があるのだろう
か。⑪⑫⑬⑭      評価：関
１ 

 

◆地面に地層が見られるのはなぜだろうか？ 

 

◆地層は流れる水の働きによってできるのでは 

ないだろうか。 

◆流れる水の働きによって地層はできるようだ。 
 
 
◆流れる水の働きによって地層はできている。 
◆火山灰でも地層はできるようだ。 
 
 
 
◆地層は各地点を連ねるように広がっているようだ。 
 

流れる水の働きによって，地面に地層はできるのだろうか。③④⑤⑥ 
評価：思１ 技１,２              

⑦⑧ これまでの学習をもとに推論する。 
地図や積層模型を見る。 
学校のボーリングサンプルを見る。 

 
◆地層は、広い空間の中でできているようだ。 

●土地は，礫，砂，泥，火山灰，礫岩，砂岩及び泥岩からできている。 
●土地は，層状に重なって地層をつくっているものがある。 
●地層からは，貝などの化石が見つかることがある。 
○地層や化石を手掛かりにすると，地層が出来た時代の様子を知ることができるようだ。 
○地層は，長い時間をかけてつくられているようだ。 
●地層の中には，角がとれ丸みを帯びた礫や砂などが含まれているものがあって，河原の石によく似ている。 
●地層は，流れる水の働きによってつくられる。 
●地層の中には，火山灰が含まれているものがあって，観察すると角ばった透明なガラスのかけらのようなものが見られる。 
●地層は火山の噴火によってもつくられる。 
●地層は各地点を連ねるように広がりをもって分布している。 
○地層は，広い空間の中でつくられているようだ。 
●土地の断層や褶曲などの大きな変化は，火山の活動や地震によって起こる。 

○急激な土地の変化に伴って，災害が生じるようだ。 

 

これまでの学習をふり返り，露頭の写真を見て考えたことを話し合おう。⑮ 
評価：知３ 

 
「月は，日によって形が変わるのだろうか。 
」 

○○小学校の地面の下はどんな地層が広がっているのだろうか。⑦⑧ 
評価：思２ 

学習活動 子どもの思考 

⑨⑩ 映像資料を見て感じたことを交流する。 
資料をもとに調べ，交流する。 
「川崎市で起きたら・・・」を推論する。 

地震によって，どのような土地の 
変化（や災害）が起こるのだろうか。 
⑨⑩         評価：関１ 

⑪ 映像資料を見て感じたことを交流する。 
⑫ 火山灰（関東ローム層）と校庭の土を椀がけ

して構成物を確かめる。 
⑬ 資料をもとに調べ，交流する。 
⑭ 「川崎市で起きたら・・・」を推論する。 
 



（１）時間の概念を広げるための手立て 

＜内容の系統＞                ＜手立て＞ 

 

５年 流水の働き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中学１年 火山と地震 

火山活動と火成岩 

地震の伝わり方と地球内部の働き 

 

中学１年 地層の重なりと過去の様子 

地層の重なりと過去の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６年 土地のつくりと変化 

●地層からは貝などの化石が見

つかることがあり，地層や化石

を手掛かりにすると，地層がで

きた時の様子を知ることがで

きる。 

●地層は，流れる水の働きや火山

の噴火によって長い時間をか

けてつくられている。 

①枡形山の地層を活用し，化石や土に含まれる構

成物などを観察することによって，それぞれの

地層ができた時の様子を知ることができるよう

にする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②約 300 万年前に堆積した飯室泥岩層から約３万

年前に積もった立川ローム層までを観察できる

枡形山を活用することで，子どもたちは長い年

月をかけて自分たちの土地ができたことを実感

できるようにする。 

 

 

火山灰 

化石 

関東ローム層 

おし沼砂礫層 

飯室泥岩層 



（２）空間の概念を広げるための手立て 

『土地のつくり変化』 

観察者の視点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年 流水の働き 

校庭の地面の変化（身近な地面） 

↓ 

多摩川の一部分の変化の様子 

↓ 

多摩川全体の変化の様子 

６年 土地のつくりと変化 

自分の足元の土地のつくり 

 ↓ 

枡形山の土地のつくり 

・土地（地層）の観察の視点 

 観察する地形の様子を概観 

 露頭の概観 

 地層の重なり方 

 地層の広がり方 

 地層に含まれる化石 

・構成物の観察，把握（火山灰） 

 ↓        

川崎市の土地のつくり 

（自分が住んでいる地域を中心として） 

・離れた地点の地層や柱状図を対比 

中学１年 火山と地震 

ア火山活動と火成岩 

イ地震の伝わり方と地球内部の働き 

中学１年 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 

 学校の地面の下がど 

のようになっているか 

を想像することで，自 

分たちの住んでいる土 

地の下がどうなってい 

るかのイメージをもて 

るようにする。 

 

 

枡形山の両側で似たような地層の露頭が現

れることを観察する。２つの地層の色や手触

りだけではなく，その高さがおおむね等しい

ことから地層が広がっていることに気づくこ

とができるように，枡形山の積層模型を活用

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 観察後に学校の地面の下にどのような地層
が広がっているか予想し，ボーリング資料（ま
たは柱状図）を調べる。枡形山の地層の広が
りをもとに，自分の学校の土地を推論するこ
とで，川崎市という広い空間の中で地層は広
がりをもって分布していることをとらえられ
るようにする。 

 

 

 

２つの似た地層 

枡形山の積層模型 

川崎市の地層の柱状図 



１・２／１５時間 

（１）目標   身の回りの土地やその中に含まれている物、土地の変化、土地の変化と自然災害との関係など

に興味・関心をもち、自ら土地のつくりと変化の様子を調べようとする。 

（２）展開 

学習活動 ☆指導・支援      評価 

 

 

１．学校の地面の下を想像し、ワークシートに表す。 

・昔の人の道具や化石などがうまっていると思う。 

・深くなるにつれて、色が濃い土になると思う。 

・下にいくにつれて固い土になる。 

・いくつかの土が積み重なっているんじゃないかな。 

 

・土が積み重なっているね。 

・いろいろな色の土が層みたいになっているね。 

・なぜ地層ができるのかな。 

・風で飛ばされて来るんじゃないかな？ 

 

「なぜ地層ができたのか，証拠を見つけてみよう！」 

２．２種類（泥岩層と砂礫層）の土を観察する。 

 Ａの土（泥岩層） 

・灰色の粉みたいな土に，大きな塊が混ざっているね。 

・指先でこすると，さらさらだ。塊は粉々になって土

になってしまうよ。 

・白い物が混ざっているよ。なんだろう？ 

 

 Ｂの土（砂礫層） 

・黄土色や茶色の土に，丸い石が混ざっているね。 

・指先でこすると，ざらざらしているね。塊は固くて

つぶれないよ。 

・根っこみたいなものが混ざっているね。 

 

３．観察して地層ができる成因の証拠になりそうなも

のを見つける。 

・白い物は貝殻みたいだよ。貝殻ということは，水の

はたらきが関係しているんじゃないかな？ 

・角が丸い石は，流れる水のはたらきの勉強で，河原

の石だって勉強したよね。 

・小さい丸い石だから，下流の石じゃないかな。 

 

・流れる水のはたらきで地層ができるのかな。 

 

 

☆子どもたちが地面の下を想像しやすくするために，

学校の地面の下を取り上げる。 

☆地面の下を想像することで，地面の下に関心をもて

るようにする。 

 

☆地層の存在を知るために，川崎市の代表的な地面の

下の様子として，生田緑地の地層タワーを提示す。 

（本時は，宙と緑の科学館の地層タワーの資料を写真にとって活用した。） 

☆いくつかの土が積み重なっていることを地層という

ことを確認する。 

 

☆地層ができた成因に迫るきっかけとして，層を成し

ている土を提示する。（土は，宙と緑の科学館から実

物をもらうことができる。） 

☆水成層についての問題解決を行うため，現段階では

泥岩層と砂礫層を観察するようにする。 

☆初めての土の観察であるため，見た目や色や大きさ，

手ざわり等，観察の視点を丁寧に確認する。 

 

☆Ａの土は泥岩層、Ｂの土は砂礫層の土であることや，

粒の大きさで土の種類は分けられていることを伝え

る。 

 

 

☆５年生「流れる水のはたらき」の学習と結びつけら

れるように，白い物の実態が化石であることが分か

るような実物を用意したり，丸い石の学習をふり返

られるようにしたりするとよい。 

 

 

○○小学校の地面の下を想像してみよう。 

 身の回りの土地やその中に含まれている物、土地の

変化などに興味・関心をもち、自ら土地のつくりの様

子を調べようとしている。関①（発言・ノート） 

 



【子どもの地面の下に対する考えの変化】          【提示した資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提示した「地層タワー」の一部 

 

 

Ａ（泥岩層）の土 

 

 

 

 

 

 

 

灰色の土の中に、白い欠片

が入っている。 

Ｂ（砂礫層）の土 

 

 

 

 

 

 

 

小さい角が丸い石が含まれ

ている。 

どうして，しま模様（地層）ができるんだろう？ 

地層は，流れる水の働きによってできているのではないだろうか。 

 

 

土の色に着目している子ども
のワークシート例 
 

この子どもは，土の色が深く
なるほど濃くなると考えてい
ることが分かる。 

粒の大きさに着目している 
子どものワークシート例 
 

この子どもは，土の粒の大き
さがが深くなるほど大きくな
ると考えていることが分か
る。 



３・４／１５時間 

（１）目標  ・土地の様子や構成物などから，土地のつくりと変化のきまりについて予想や仮説をもち，推論

しながら追究し，表現する。 

（２）展開 

学習活動 ☆指導・支援      評価 

１．学習問題の確認をする。 

 

 

２．どのように積み重なるのか予想しワークシートに

表す。  

・流れる水のはたらきの実験方法でできるよ。 

・軽い土は遠くに行くのではないか。 

・上流には大きな粒の土が積もると思う。 

・中流あたりに層ができると思う。 

・粒の大きさが、大、中、小の順に積み重なると思う。 

 

３．予想を交流する。 

 

 

４．堆積のモデル実験を行う。 

・流れる水のはたらきで、土が運ばれているね。 

・地層ができているよ。 

・粒の大きい土が下に積もっているね。 

・粒の小さい土が遠くまで運ばれて行っているね。 

・どんどん流された物が積み重なっていくね。 

・ 

 

 

 

５．結果を整理して交流する。 

・土がたまった所を横から見たら、層になっていたよ。 

・泥は遠くまで運ばれていたよ。 

・粒の大きい土が下に積もったね。 

・やっぱり地層ができたよ。 

 

６．結果をもとに考察する。 

・流れる水のはたらきによって地層ができる。 

・本物はどうかな。実際に見に行きたい。 

・流れる水のあるところで見てみたい。 

 

 

 

☆３種類の土が混ざった物を流し込むことを 

 

☆ビニールパイプを使った川のモデルと作り、土を流

し地層ができるか提示する。（５年生の学習で使用し

ていれば） 

☆粒の大きさにも目を向けて層ができる理由を考える

ようにする。 

 

☆予想を全体で確認することで、見通しをもたせるよ

うにする。 

 

☆チューブに土などを流しいれることで、川の流れを

モデル化した。流れ込んだ土が堆積する様子を観察

することで地層ができていることを確認できるよう

にする。 

☆観察の際の注意点、安全面について確認する。 

☆繰り返し流し込む時の間隔の時間をとるようにす

る。 

☆１回流すごとに３つの土がどのようになっているの

かを記録していく。 

 

☆水のはたらきでできた地層は、下の方が粒が大きい

ことを確認する。 

☆粒の大きさで積もる位置が違うことを確認する。 

☆地層ができていることを確認する。 

 

 

☆水のはたらきで、地層ができることを確認する。 

☆次時につなげるようにする。 

 

 

 

 

 

流れる水のはたらきによって、地層ができるのだろうか。 

 土地の様子や構成物などから，土地のつくりと

変化のきまりについて予想や仮説をもち，推論し

ながら追究し，表現している。 

思①（発言・ノート） 

 



【実験装置例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【実験方法】 

 ①入れ口に土などを置く。 

②500ｍＬの水をビーカーで流し込む。 

③水の流れが落ち着いたら、次の水を入れる。 

①から③を 5回繰り返します。 

【流す物】 

①水の量 500ｍＬ 

②土の量 200ｍL 

③土を流す回数 5回 

 

 

【注意点】 

※流し込む入れ口の高さを 15cm程度にすると，

水の流れが緩やかになり，理想的な実験結果が

得やすい。 

※実験に入る前に、観察の視点を確認しておく。 

（流れが緩やかで堆積作用の大きい場所） 

※流し込む間隔は，流した土と水が落ち着き、水

が引いて土の動きが無くなってからがよい。 

鉄製スタンドに，太いビニルパイプをつないで川

に見立てた実験装置で実験をすると理科室で，短

時間に実験結果を得ることができます。 

ビニルパイプが固い時には，養生テープなどで固
定します。出口には水をはった丸型水槽などをお
いて観察すると，海のモデルとして堆積の様子を
観察することができます。 

枡形山の地層と同じかな？本物を見て確かめたいな。 流れる水の働きで，地層ができているよ。 



（ ５・６／15時間） 

（１）目標   ・安全に野外観察を行いながら、土地のつくりと変化の様子について工夫して調べる。 

（２）展開 

学習活動 ☆指導・支援     評価 

 

 

１．観察の視点を確認する。 

・堆積実験でできたような縞模様があれば、流れる水

のはたらきのよってできたと言える。 

・貝などの化石があれば、昔は海だったと言えるね。 

・石の形に注目しよう。石の角がとれて丸ければ、流

れる水のはたらきの証拠だね。 

・層の特徴も確認しようね。 

 

２．観察コースを巡り、地層観察を行い記録する。 

○ポイント１  飯室泥岩層 

・この層から貝の化石が見つかるんだって。 

・貝の化石があるということは、やっぱり水の力だ。 

○ポイント２  おし沼砂礫層 

・堆積実験でできたような縞模様があるよ。 

・小石が混ざっているね。形は丸いよ。 

・縞模様や丸い小石があるということは流れる水の力

が関係しているね。 

○ポイント３  関東（多摩）ローム層 

・水の力でできたのだろうか？ 

・その証拠がないということは、水の力ではない？ 

○ポイント４ 関東（立川）ローム層 

○ポイント５ おし沼砂礫層 

・よく見ると縞模様が見えるよ。 

・ポイント２と似ているね。同じ地層かな。 

○ポイント６ おし沼砂礫層と飯室泥岩層（不整合） 

・灰色っぽいのは１と似ているかな。 

・ここは２つの層が重なっているんだ。 

 

３．枡形山での観察結果から、ワークシートに色分け

をし、地層の広がりを知る。 

・ポイント１と６泥岩層だね。 

・ということは、その下は全部泥岩層かな。 

・ポイント２ポイント５は同じ砂礫層だ。 

・ちょうど反対側ということは、間は全部砂礫層だ。 

・横に広がってつなげっているんだね。 

・ポイント３と４はローム層だ。 

・じゃあ３と４の間は全部ローム層かな。 

・関東ローム層は、火山から飛んできたから、上の方

だけにあるのかな。 

・全体をみると、同じ地層が横に広がっているよ。 

・広い範囲に広がっているんだね。 

・枡形山全体で見ても、縞模様のように地層が重なっ

ているよ。 

・泥岩層、砂礫層、ローム層の順で積っているんだね。 

・学校の下も同じように積もっているのかな。 

 

 

 

☆前時に流れる水によってできたといえるものは何

か、予想したことを振り返る。 

☆観察の際の注意点、安全面についての確認をする。 

 

 

 

 

☆グループ毎に間を空けて出発。 

☆教員または科学館に依頼して所員を配置してもら

い、それぞれの層について簡単に説明する。詳しく

説明しすぎて子どもがかえって混乱しないよう事前

に打ち合わせをしておくとよい。 

（詳しい解説は資料のページを参照） 

☆見た目の色や大きさ、手ざわり、等で地層の特徴を

捉えるよう支援する。 

☆地層の特徴だけでなく、堆積実験の経験をもとに、

その地層がどのようにして積もったの考えさせる 

☆ポイント２では、落ちている小石ではなく、堆積し

ている小石に着目させる。 

☆ポイント３の観察を行う前に、上記２つの地層観察

から見つけた証拠をあげ、地層は流れる水のはたら

きでできたことをまとめる。 

☆ローム層は、上記２つの地層とは違い、水の力では

なく火山灰でできた地層であることを伝える。 

☆ポイント５ではポイント２の地層を想起させ、地層

の横の広がりについて考えさせる。 

☆ポイント６では、ポイント１の泥岩層、ポイント２・

５の砂礫層を想起させ、地層の横の広がり、重なり

について考えさせる。 

 

☆泥岩層は灰色、砂礫層は黄色、ローム層は茶色で表

していく。 

☆層の広がり・重なりに気付くよう支援する。 

☆枡形山全体の地層の広がりを理解できるよう、科学

館の資料、模型を見ながらまとめていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流れる水のはたらきによって、地面に地層はできるのだろうか。 

安全に野外観察を行いながら、土地のつくりと変

化の様子について工夫して調べている。 

（観察・実験の技能） 

 

土地のつくりと変化の様子を調べ、その過程や結

果を記録している。  （観察・実験の技能） 



枡形山（生田緑地） 地層観察ポイント毎の指導事項 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポイント２ おし沼砂礫層 

約 30万年前に、浅い海や波打ち際で堆積した砂と 

砂利（礫）の地層です。ポイント１の地層との違いに

気づくよう支援しましょう。はっきりとした縞模様が

見えます。ポイント１の地層との違いに気づくよう支

援しましょう。 

４時間目で行った堆積実験によってできた縞模様と

似ていることに気付き、流れる水のはたらきでこの地

層ができていると考えることができます。また、この

地層にある石ころの中には、「角がとれて丸い」形をし

ている石を見つけることができます。ここからも流れ

る水のはたらきによってできた石だと子ども達は考え

ることができます。 

 

 ポイント１ 
飯室泥岩層 

約 100 万年前に水深
50m 位の海で堆積した
泥（シルト）の地層で
す。 

本来の色は青灰色で
す。黄色いところは空
気に触れて酸化してし
まっています。 

 触ってみると、とて
もきめの細かいさらさ
らした手触りの粒であ
ることが分かります。
この土のことを泥（シ
ルト）と言います。ま
た、地層をよく観察す
ると、所々に白い粒が
見えます。これは貝の
化石です。ということ
はここは昔は海だった
ということが分かりま
すね。 

 

 

ポイント３ 関東（多摩）ローム層 

約 29 万年前に主に箱根山や八ヶ岳から飛んできた火

山噴出物の地層です。茶色の地層の中に、ところどころ

白っぽい帯の層、オレンジ色の帯の層が見られます。土

に触ってみると、しめり気やぬるぬるとしていて、油粘

土のようです。ぎゅっと握ると土の団子が作れます。多

摩ローム層はほとんど箱根火山から飛んできたっもの

で、白い土（ゴマシオ軽石層）は八ヶ岳火山から飛んで

きたものです。 

この地層は、今までの地層と違い、流れる水のはたら

きではなく、火山の力によってできた地層です。水のは

たらきでできた証拠がないことを子ども達に確認させ、

火山灰の説明をしましょう。 

ポイント４ 
関東（立川）ローム層 
 約３～１万年前に主に
富士山から飛んできた火
山噴出物の地層です。こ
の場所は生田緑地でも１
番標高が高いところ、つ
まり一番最近に積もった
地層です。土に触ってみ
ると、油粘土のような手
触りはありますが、多摩
ローム層に比べるとお団
子にはなりにくいです。 

 ほとんど富士山から飛
んできたものですが、中
には姶良（九州鹿児島湾
奥）から飛んできたもの
もあります。900 ㎞以上
も向こうから飛んできた
ことから、火山の規模の
大きさを感じさせたり、
後の学習で、生田緑地に
は積もっているから、自
分達の住んでいるところ
にも飛んできているはず
だと推論したりする手掛
かりになります。 

 

ポイント５ おし沼砂礫層 

このポイントには、縞模様の地層が見えます。子

ども達に、今まで観察した地層の中で、似ている地

層はなかったか問いかけてみましょう。 

ポイント５はポイント２から見て、山を挟んだち

ょうど反対の位置です。つまり、ポイント２とこの

場所は地面の下でつながっているのです。地層は縦

に積もっているだけでなく、横にも広がり、ずっと

先までつながっていることが分かります。上のワー

クシートに、地層毎に色別に塗っていくと、そのこ

とに子ども達も気付くことができ、狭い範囲でとら

えていた地面を大きく広げることができます。 

ポイント６ 飯室層とおし沼砂礫層の不整合 

ここでは、約 100 万年前の地層と約 30 万年前の地層

が不整合に堆積している様子を見ることができます。ど

こが境目か子ども達に考えさせましょう。観察するとき

は植物の生え方を見るとよく分かります。柔らかいおし

沼砂礫層には木や草が根をはることができますが、飯室

泥岩層は粒が細かく固い地層のため、コケなどの地衣類

しか生えることができません。 

（観察後に子どもが描くワークシート） 

地層は流れる水のはたらきでできている証拠 

・貝の化石 

・堆積実験と同じ縞模様   を見つけましょう！ 

・角がとれた丸い石 



７・８／１５時間 
（１）目標 自分の住んでいる土地のつくりや成り立ちについて、生田緑地と○○小学校の土地の構成物と関係

づけて推論し、自分の考えを表現する。 
（２）展開  

学習活動 ☆指導・支援  評価 

 
 
１．これまでの学習をふり返りながら学校の地面

の下を予想し、ワークシートに表す。 
 ・生田緑地で見てきたように学校の下の地面も

泥岩層、砂礫層、ローム層の順番に積もって
いるはずだよ。 

 ・生田緑地では山の反対側も同じ地層が見えた
から、きっと○○小も同じような地層の重な
り方をしているよ。 

 ・予想したけど何か確かめる方法はないかな。 
 
２．グループごとにボーリングサンプルを確認し、

○○小の土地の重なりを確かめる。 
 ・あれれ、ローム層がないよ。 
 ・○○小の下には泥岩層と砂礫層だけが積もっ

ているんだ。 
 ・どうしてローム層がないんだろう。 
 
 
 
３．学校の地面の下にローム層がない理由を予想

する。 
 ・ここには火山灰が積もらなかったということ

は，噴火した時に風向きが○○小学校と違う
方向だったんじゃないかな。 

 ・生田緑地より，○○小学校の方が遠いんじゃ
ないのかな？ 

 ・生田緑地より，○○小学校の方が低い所にあ
るんじゃないのかな？低いということは，生
田緑地は火山灰が飛んできたときに陸だった
けど、この辺りは海だったんじゃないかな。 

 ・知りたいことができたね。 
 ・箱根ってここからどのくらい離れているんだ

ろう。 
 ・○○小学校の高さが分かる物ってないかな？ 
 ・近くの学校も同じ地層なのかな？ 
 
４．学校の地面の下にローム層がない理由を推論

する。 
 ・隣りの小学校には、同じようにローム層がな

いけど、少し土地が高いところにある小学校
にはローム層がある。 

  〈やはり土地の高さが影響してるんじゃない
かな〉 

 ・箱根は川崎からずいぶん離れたところにある。 
  〈生田緑地にだけ積もって○○小学校に積も

らないのは不自然だな〉 
５．子どもたちの結論について発表する。 
 ・枡形山と○○小学校では高さがぜんぜん違う

から泥岩層しかないんだ。 
 ・火山灰が飛んできたとき、ここは海だったん

だ。 
６．現在考えられている川崎の土地のでき方につ

いて知る。 

 
 
☆これまでのワークシートを活用し，自分の考え
の変容や生田緑地の地層がどのように重なって
いたかをふり返り，１次と２次の学習を関連付
けることで，予想しやすいようにする。 

 
 
 
 
 
 
☆ボーリングサンプルを提示し、そこから何がわ
かるのか説明する。 

 
☆自分やクラスの予想と、実際のギャップから学
習問題を設定できるようにする。 

 
 
 
 
 
 
☆予想の根拠をもつことができるように，生田緑
地と学校のちがいを根拠にするとよいことを助
言したり，グループで考えを自由に共有できる
ようにしたりする。 

 
 
 
 
 
☆自分の予想を確かめるために必要な物を考える
ように声をかける。 

 
 
 
 
 
☆帰納的に推論できるように，様々な視点に対応
できる資料を用意しておく。 

【例】 
・近隣校のボーリングサンプル 
・近隣の露頭の写真 
・生田緑地や学校の積層模型 
・箱根や八ヶ岳までの距離が分かる地図 
・姶良火山に関する資料 
・富士山噴火に関する古文書 

など 
 
 

 

 

 

○○小学校の地面の下にローム層がないのはどうしてだろう。 

 

土地のつくりや変化の様子について数地点の土
地の構成物を関連付けて調べ，自ら調べた結果と
予想や仮説を照らし合わせて推論し，自分の考え
を表現している。（思考・判断） 

○○小学校の地面の下はどんな地層が広がっているのだろうか。 



○学習前の子どものワークシート         ○学習後の子どものワークシート 

 

 

 

 

 

※他にも， 

化石がある。 

土の色がだんだん濃くなる。 

など様々。 

 

 

◎推論する際に準備した資料 

①ボーリングサンプル 

 学校を建てるときに地下の地盤を調べるためにほった土のサンプル（学校にあるもの） 

 このサンプルを使って、自分たちの学校の地面の下の構成物を確かめます。ボーリングサンプルは貴重なもの

なので使用する際は紛失等ないように扱います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②積層模型                     ③距離が分かる地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○教師が用意した資料を活用してたどり着いた子どもたちの推論 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○小 
生田緑地 

箱根 

地面の下には・・・ 

・大きさの違う 

石が詰まっている。 

地面の下は・・・ 

・種類の違う土が層

状に重なって，広が

っている。 

※他にも， 

上から，ローム層，砂

礫層，泥岩層の順に重

なっている。 

など明確になる。 

 

なんだか泥岩層ばっかりで 
ローム層がないね。 

ボーリングサンプル 

生田緑地の積層模型 

 

火山灰は学校に届いている
はずだけどここが海だった
から火山灰が積もらなかっ
たんだ。 



（９・１０／１５時間） 

（１）目標  地震によっておこった大地の変化や災害に関心をもち、調べる。 

（２）展開 

学習活動 ☆指導・支援   評価 

 

１．地震に関する映像資料を見て，感じたこ

とを交流する。 

「今まで見てきた土地の変化とは違った変化

もあるんだよ。映像を見てみよう。」 

 

・地震の映像だね。 

・「地割れ」って言葉は聞いたことがあるけど

こんな風になってしまうんだね。 

・どうして地震で地割れが起きてしまうんだ

ろう。 

・地震が起こると，あっという間に地面が変

化してしまうんだね。 

・他にも地震で起きる地面の変化はないのか

な？ 

・地震で液状化するって聞いたことがあるよ。 

・地震は大地に変化を起こすのか調べてみた

いね。 

 

 

 

２．資料をもとに調べ，整理する。 

・地震による土地の変化をインターネットや

本で調べてみよう。 

・地震が起こると地割れだけではなくて，地

層に「断層」が現れるんだって。 

・がけがある場所では，「崖が崩れる」んだっ

て。 

・地盤が緩い地域では，液状化現象も起きる

そうだよ。 

・地震による土地の変化は，すべて災害とな

って現れるんだね。 

 

３．調べたことをもとに，地震によって，川

崎の大地はどのように変化し，どのよう

な災害が起こりうるのか推論する。 

「○○区で大きな地震が起きたらどうなるの

だろう？みんなで考えてみよう。」 

 

・川崎市でも，断層は現れるのかな？ 

・「地割れ」はきっと起きるはずだよね。 

・土砂災害ハザードマップを見ると「崖崩れ」

が起きる可能性があることが分かるね。 

・昔，海や川だったところは，地層に水分を

含んでいそうだから，「液状化」が起きるは

ずだよ。 

☆地層は長い時間をかけて作られることなどの既習を

ふり返り，これから学習する，短い時間で起こる土

地の変化と比較しやすいようにしておく。 

 

☆地震による変化であることを告げずに，土地の様子

が変化する写真や動画などを提示することで，地震

が要因で短い時間に土地の様子が大きく変化する事

象に出会うことができるようにする。 

 

☆映像を見て， 

・発見したこと 

・疑問に思ったこと（「なぜ～」や「他にも～」など） 

を整理していくことで，子どもたちが見出した疑問

を整理して，学習問題を設定できるようにする。 

☆「地震で津波が起きる」話題については，土地の変

化についての話題ではないが，自然災害と関係付け

る観点から，取り上げていくようにする。 

 

 

 

 

☆子ども達が主体的に活動できるように，映像・図書

資料などの資料を十分に整えるようにする。 

（提示資料例） 

・断層については，阪神淡路大震災の淡路断層の家 

・液状化については，東日本大震災の新浦安駅付近 

などの資料が現在（平成 26年度）有効に活用できる。 

 

 

 

☆「地割れ」「断層」「液状化」「崖崩れ」などの見出し

を付けて整理することで，地震による土地の変化を

整理し，災害をつなげやすいようにする。 

☆地震による土地の変化を身近な地域に当てはめて考

えることで，将来に起こる可能性について考えられ

るようにする。 

☆川崎市のホームページ「川崎市地震被害想定調査報

告書」や市役所のハザードマップ，地域の特色を表

す写真などを活用して推論の材料として提示してい

く。 

 

 

 

 

☆次時は、地震以外に大地に変化をもたらすものにつ

いて調べることを確認する。 

 

 

 

土地の変化の様子を調べ，結果を記録している。 

 （実験・観察の技能） 

地震によって，どのような土地の変化（や災害）が起こるのだろうか。 

土地の変化の様子について，自ら調べた結果と予想

や仮説を照らし合わせて推論し，自分の考えを表現

している。      （科学的な思考・表現） 



（１１～１４／１５時間） 

（１）目標  火山活動によっておこった大地の変化や災害に関心をもち、調べようとしている。 

（２）展開 

学習活動 ☆指導・支援    評価 
 
 
１．火山に関する映像資料を見て，感じたこ

とを交流する。 
「地震以外にも土地が変化する活動がある
んだよ。映像を見てみよう。」 

 
・西の島は，海底火山で島が大きくなってい
たね。 

・溶岩の流出によって大きくなったんだ。 
・新燃岳は火山灰が大量に噴き出していた。 
・他にどんな土地の変化が見られるのかな？ 
・火山によってどんな災害が起こるのかな？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．火山灰の椀がけや資料をもとに調べ，整

理する。 
「こんなものが大量に空から降ってきたら
どんなことが起こると思う？」 

<椀がけ> 
・火山灰と泥岩層（水成層）の土を比較する
と，火山灰にはとげとげしたガラス質のも
のが多く含まれているんだね。 

・この角ばったガラスが体に入ったら体に悪
そうだな。火山灰がふると，ほかにも災害
が起きてしまいそうだね。 

<資料活用> 
・火山の噴火によって，溶岩が流れ出したり
火山灰が吹き出したりする。 

・溶岩が流れ出ると，建物，道路，農耕地，
森林，集落を消失，埋没させて完全に不毛
の地と化すんだって。こわいね。 

・大きな隕石，火砕流，火山ガス，土石流や
泥流などたくさんの火山災害があるんだ
ね。 

３．調べたことをもとに，火山活動によって，
川崎の大地はどのように変化し，どのよう
な災害が起こりうるのか推論する。 

・富士山が噴火すると溶岩流、噴石，火砕流
などの影響がでる可能性が高いんだって。 

・川崎市には，火山灰が１０ｃｍも積もる予
想がされているよ。 

・１０ｃｍということは，さっき調べた農作
物の被害や交通麻痺などが起こってしま
うんじゃないかな。 

・気象庁は、噴火災害軽減のため、全国 110
の活火山を対象として、観測・監視・評価
の結果に基づき噴火警報・予報を発表して
いるそうだよ。 

 
☆大きな地震による土地の変化や災害について振り返る
ことで，火山による土地の変化と災害についての問題
意識をもちやすいようにしておく。 

☆火山の噴火による変化であることを告げずに，土地の
様子が変化する写真や動画などを提示することで，火
山の噴火が要因で短い時間に土地の様子が大きく変化
する事象に出会うことができるようにする。 

（提示資料例） 
・西乃島・・・新たな島が出来ていく様子 
・新燃岳・・・噴火による噴出物の様子 

に興味がもてるようにする。 
☆地震と同様，映像を見て，考えを整理することで，子
どもたちが見出した学習問題を設定できるようにす
る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
☆子どもたちが火山灰と災害を関係付けて考えやすいよ
うに，椀がけによる観察方法を提示する。 

 （火山灰については，桜島の火山灰を手に入れたり，
関東ローム層の土を活用することが考えられる。） 

☆子どもたちが主体的に活動できるように，映像・図書
資料などを十分に整えるようにする。 

（提示資料例） 
・気象庁HP「主な火山災害」 
などの資料が現在（平成 26年度）有効に活用できる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☆調べた火山による土地の変化を，富士山の火山の噴火
による身近な地域におこる災害に当てはめて考えるこ
とで，将来に起こる可能性について考えられるように
する。 

☆富士山火山防災マップ等を活用して，災害範囲や被害
の程度が把握できるようにして，推論の材料としてい
く。 

 

 

 

 

 

 

 

火山活動が起こると，どのような土地の変化や災害があるのだろうか。 

土地の変化と自然災害との関係に興味・関心をもち，
自ら土地のつくりと変化の様子を調べようとしてい
る。      （自然事象への関心・意欲・態度） 

 

土地を作ったり変化させたりする自然の力の大きさ
を感じ，生活している地域の特性を見直そうとしてい
る。（自然事象への関心・意欲・態度） 



（１５／１５時間） 

（１）目標 土地は，火山の噴火や地震によって変化することを理解している。 

 

（２）展開 

学習活動 ☆指導・支援  評価 

 

 

 

１． これまでの学習をふりかえり、様々な場所の

露頭の写真を見て、その成因について話し合う。 

・枡形山の露頭から、昔、ここは海で、積み重な

ってできた土地だということがわかったね。 

・等々力渓谷の露頭にもローム層があることがわ

かって、大地の広がりを感じた。 

・同じように水底に積もった地層が押し上げられ

て陸上に現れたものに、グランドキャニオンや

ヒマラヤ山脈もある。 

 

２． 学習のまとめをする。 

・地層のでき方や大地の変化についてこれまで学

んだことをもとに自分なりにまとめよう。 

・土は、流れる水の働きによって運ばれ、礫・砂・

泥に分けられて、順々に水底に積もる。地層は

このようなことを繰り返してできた。 

・火山灰は、流れる水のない場所でも降り積もっ

て地層をつくり、大きな噴火では、遠く離れた

地域まで飛ばされることがある。 

・地層には、流れる水の働きによってできたもの

と、火山灰などが降り積もってできたものがあ

り、普通、広い範囲に広がっている。 

・火山活動によって、山ができたり、川がせき止

められて湖ができたりすなど、大地が変化し、

溶岩や火山灰などは人々の生活に大きな影響を

与える。 

・地震の時には、地割れができるなど、大地が変

化し、建物や道路などが壊れるなど、大きな災

害が生じることがある。 

 

 

 

☆枡形山の露頭の写真や積層模型、世田谷区等々

力渓谷の露頭の写真を提示し、その地層や成因

について話し合うことで、単元全体をまとめる。

また、山口県萩市の地層や、グランドキャニオ

ン、ヒマラヤの地層などを見て、現在の土地が

大地の変化によってもたらされていることを知

り、単元全体への興味付けを深める。 

 

 

 

 

☆教科書の課題文をきっかけに、どんな観察・実

験を行ったかを学級全体で確認してから、まとめ

に取り掛かるようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの学習を振り返り、露頭の写真を見て、考えたことを話し合おう。 

土地は，火山の噴火や地震によって変化するこ

とを理解している。【知・理】 



椀がけの指導について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・水成堆積物（例：飯室泥岩層の土） 

泥岩層は海の少し深いところ（水深５０～６０m くらい）に堆積した水成堆積物で構成物は粒が揃っており、

比較的細かく、角が落ちていることが分かります。これが流れる水のはたらきで堆積している証拠となっていま

す。また、中にはとても小さく貝のような形をしている「有孔虫」という化石が混じっている場合があり、これ

も水の力で堆積した地層だということを発見する証拠となります。 

 

【肉眼で観察すると・・・】                                        【椀がけで観察すると・・・】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・火山噴出物（例：火山灰，関東ローム層の土） 

 火山噴出物が降り積もってできた関東ローム層は赤茶色の土で、触ると粘土のようにぬるぬるしています。見

た目に反して、椀がけをして土を洗うことで、石英や輝石などの様々鉱物をたくさん見ることができます。水晶

のような角柱や正多面体に近い鉱物も含まれていることがあり、子どもにとっては驚きの発見となることでしょ

う。泥岩層と違い、形がとても角ばっているので、流れる水のはたらきでできた層とは違うものだという実感を

得るとができます。 

 

【肉眼で観察すると・・・】                                         【椀がけで観察すると・・・】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２つの土の粒を比較して，違いに着目できるようにしましょう。 

 

土を観察する視点は、「色」「手触り（指ですりつぶした時の感じ）」「どんなものが混じっているか」

などがあります。特に，土は粒の大きさによって名称が変わるので、まずは手触りで「きめの細かさ

（粒度）」を確認しておくことが大切です。 

泥（シルト）  ＜   砂   ＜  れき（小石、じゃり） 

（1/16mm以下）   （2mm以下）   （2mm以上） 

 これらをさらに詳しく調べるため、土を水で洗い顕微鏡で調べる「椀がけ」を行います。 

サンプルの土を椀がけし，様子を観察することで、火山噴出物と水成堆積物の違いを見つけること

ができます。火山噴出物の中にはいろいろな粒の大きさや種類がありますが、ここでは、構成物が比

較的大きい軽石層のサンプルを使うと良いでしょう。 

貝みたいな白い
物が，含まれて
いるんだね。 

火山灰と 
比べると・・・ 
 
①角ばって 

いない。 
②きらきら 
していない。 

黒っぽい土で，
特に変わったと
ころはないね。 
泥岩層の土より
ざらざらしてい
るかな。 

泥岩層と 
比べると・・・ 
 
①角ばって 
尖っている。 

②キラキラ 
している。 


