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地層の重なりと過去の様子

Ⅰ 土砂の動きをわかりやすく実感できる「地層の堆積」に関する観察・実験例

１ 観察・実験のあらまし

中学校学習指導要領解説理科編（文部科学省 ２００８）では，地層の重なりと過去の様子の学

習に関して，「地層の成因や堆積環境，生成年代を推定することを通して，大地は長い時間と広い

空間の中で変化していることを理解させることがねらいである」としている。そのためには，地層

の成因や堆積環境の説明に適した教材を効果的に活用していくことが大切である。

本実践では，校外での露頭観察が困難な学校においても，臨場感や実感を伴って，主体的に地層

の学習に取り組むことのできる教材の工夫や指導方法を追究したい。

そのための学習として，まず小学校６年生で扱った地層をつくる岩石について確認するための粒

度表をつくる実習を行い，岩石は粒の大きさによって名称が異なること，さらにその手触りの違い

や具体的な数値の違いを理解させる。次に，水中に入った土砂が条件の違いによってどのようにふ

るまい，どのような堆積を起こすのかを調べる実験を行うことで，地層の堆積に関する科学的な見

方や考え方を広げさせたいと考える。

２ 準備するもの ※４人で１グループとして表記

器具

○実習１：粒度表づくり

・土砂

・ふるい（０．０６ｍｍメッシュ１個， →

２ｍｍメッシュ１個）

・厚紙（粒度表の印字をしたもの）

・ボンド ふるい 粒度表，ボンド

○実習２：流水中での土砂の動き調べ

・泥，砂，れき（各スプーン大さじ１杯）

・カップ麺の容器（１） →

・小型の紙コップ（１）

・スプーン（１）

・水 流水中の土砂の動きを調べる教具

○実習３：水中での土砂の堆積調べ

・土砂

・アクリルパイプ（内径２１ｍｍ 長さ１ｍ）

・ゴム栓４号（２）

・パッド（大１ 小１）

・レール（カーテンレール等）（１）

・ビーカー２００ｍＬ（１）

・水 静水中の堆積を調べる教具

流水中の堆積を調べる教具

３ 学習前の観察・実験の指導の手立て

土砂は粒の大きさによって，名称が異なること，また，土砂は流水のはたらきによって海底に運

ばれ，そこで堆積して地層ができることを確認する。
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４ 実験・観察の手順・様子

（１）実習１：粒度表づくり

ア およそ，１００ｇの土砂を用意し，重ねた二つのふるい

（下段０．０６ｍｍ，上段２ｍｍ）にかける。

イ 分かれて出てきた泥，砂，れきをそれぞれボンドを塗っ

た厚紙にふりかける。

ウ ２０～３０分そのままにして乾かす。

作製した粒度表

（２）実習２：流水中での土砂の動きを調べる

ア カップ麺の容器の中央に小型の紙コップを貼る。（中央付近が

うずの中心となりそこに土砂が集まってしまうのを防ぐため）

イ 水を容器の上部付近まで入れ，泥（砂，れき）をスプーン大さ

じ１杯入れる。

ウ 流水の速度がほぼ一定になるようにしてスプーンで撹拌し，各

容器中の泥，砂，れきの動きを比較する。

～様子～ 流水中での泥や砂の動きを調べている様子

・れきや砂 → すぐに沈み，底を移動する。

・泥 → 沈まず，流水にのって移動する。

＜考察させること＞

・れきや砂などの大きな粒は，底をはうようにして進むため，移動速度は遅い。

・泥は，沈まず水の流れに沿って進むため，移動速度が速い。

（３）実習３：水中での土砂の堆積のしかたを調べる

ア 静水中での土砂の堆積

（ア）アクリルパイプに水を注ぐ。（上部３～５ｃｍ下まで）

(イ）土砂（れき，砂が入ったもの）をスプーン２杯ほど入れる。

（ウ）アクリルパイプを上下反転させて，水中を土砂が落下していく

様子を調べる。

（エ）（ウ）を数回繰り返し，粒の大きさによる落下速度の違い，堆積

後の粒の集まり方をよく確認する。

～様子～

・大きい粒は速く沈み，小さい粒はゆっくり沈む。

・下から上に向かい，大きい粒から小さい粒へと堆積する。

静水中での堆積の様子

＜考察させること＞

・れきや砂は，水中を速く落下し，泥はなかなか落下しない。

・下から上に向かい，れき→砂→泥の順で堆積する。

・同じ大きさの粒同士で水平に堆積していく。

イ 流水中での土砂の堆積

（ア）パッド大にパッド小を重ね，パッド小の容器の上部まで溢

れるくらいに水を注ぐ。

（イ）レールの先を水面より１～２ｃｍ水中に入れ，レールの上

（水面よりやや上）にスプーン大さじ１杯の土砂を置く。

（ウ）レール上部から１００～２００ｍＬの水を一気に注ぐ。

（エ）土砂がパッド内に広がっていく様子を調べる。 流水中での堆積の様子
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～様子～

・れきはレールの先からすぐに沈み，その奥に砂が沈む。

・泥は沈まずに流水にのって，パッドの端まで進んでいく。

＜考察させること＞

・れきや砂は，岸の近くに短時間に堆積する。 ・泥は，沖合に運ばれゆっくりと堆積する。

５ 学習後の観察・実験の指導の手立て

れきや砂が河口付近に短時間で堆積し，泥は沖合まで運ばれ長い時間をかけて堆積することを見

い出させる。また，地域にある露頭の観察や撮影した露頭の写真を活用し，その地層がどんな堆積

岩でできているかを考えさせ，モデル実験で学んだことが実際の地層の様子を説明する根拠となる

ことに気づかせる。

６ 器具や薬品の扱い方等

（１）指導面

水中での土砂の動きについては，わずかに条件が変わるだけでねらいとする結果が得られなく

なる場合が多いので，土砂や水の量，水路の長さなど細部までしっかりと実験方法を確認させる

必要がある。

（２）安全面

本実験においては，加熱や薬品を使わないので，大きな危険は予想されないが，土砂の採取や露

頭の実地踏査などを行う場合は，がけの崩落や転石などに十分注意する必要がある。また，ヘルメ

ットや軍手，安全靴などを着用し，危険箇所には近づかないようにする。

Ⅱ 指導の例

１ 単元名 地層の重なりと過去の様子

２ 単元のねらい

土砂の堆積に関するモデル実験を行い，粒の大きさによって水中での動きが異なることを見い

だし，地層のでき方，重なり方の規則性を理解することができる。

３ 指導計画（全６時間）

地層のでき方（２時間，本時 １／２，２／２ ）

地層の調査 （２時間）

堆積岩と化石（２時間）

４ 学習問題

地層はどのようにできるのだろうか。

５ 観察・実験の展開例

（１）ねらい

・れき，砂，泥など，粒の大きさと水中での進み方の関係を調べ，土砂の堆積のようすと関連づ

けて考察することができる。 （科学的な思考・表現）

・地層のでき方や規則性を理解し，説明することができる。 （知識・理解）
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（２）展開例 （２時間扱い） ※評価の観点

時間 学習内容・学習活動 指導上の留意点と評価の観点

１ １ 教師の発問について考える

発問１：これは何だろう？ ・泥団子づくりでは，「水」と「圧力」

→泥団子（生徒） が大事な要素であることを確認する。

発問２：これはどうやってつく

る？ →水をつけて固める（生徒） ・地層も泥団子と同様な条件でできるこ

発問３：地層はどこでできる？ とを伝え，地層ができる場所を考えさ

→水の底，海底（生徒） せる。

２ 本時の課題を聞く

課題：地層をつくる土砂の粒の大きさを調べ，

粒の大きさによって，水中での進み方が

どのようになるのか調べよう

３ 実験を行う。

【実習１】粒度表づくり

目的：土砂の粒は大きさによって名称が異なる ・一班あたり４人で，協力し合ってふる

ことを知り，その手触りの違いを知る。 い分けを行わせる。

①重ねた２つのふるいに土砂を入れてよく振

り，分かれたれき，砂，泥を厚紙に貼り付 ・それぞれの粒をボンドの上におおよそ

け，粒度表を作成する。 均等にふりかけさせ，２０～３０分乾

②泥と砂の手触りの違いが小麦粉と砂糖の手 燥するのを待って，カバーに入れさせ

触りの違いに似ていることを確認する。 る。

【実習２】流水中での土砂の動きを調べる

目的：れき・砂・泥の各粒が流水中でどのよう ・流水の速度がなるべく一定になるよう

に動くのかを知る。 にスプーンで撹拌させる。

①れき・砂・泥をそれぞれ水の入った容器に ・特に粒の浮き沈み，粒の移動速度に着

入れて，流水を発生させる。 目させる。

②流水によってそれぞれの粒がどのように動

くのか調べる。 ※砂と泥とでは，移動の仕方が大きく異

なり，それが砂と泥の移動距離の大き

な差になることを考察できる。

（科学的な思考・表現）

４ 本時のまとめを行う。

・土砂は，大きいものから順にれき，砂，泥にわけられる。

・流水中を移動するとき，れき，砂は底をはうように進み，泥は流水にのって進む。

２ １ 本時の課題を聞く ・前時に行った流水中での土砂のふるま

いを確認し，それらの粒が水の中でど

課題：水中で土砂はどのように堆積するの のように堆積していくか予想を立てさ

だろうか？ せる。

（地層はどのようにできるのだろうか？）

－ 36 －



- 37 -

【実習３】水中での土砂の堆積を調べる ※進んで実験に参加し，水中での土砂の

目的：土砂が水中でどのように堆積するのかを 動きについて調べようとする。

知る。 （関心・意欲・態度）

・静水中での土砂の堆積

①アクリルパイプに水と土砂を入れ，両端を ・パイプの上下を反転させて，一人一回

ゴム栓でふさぐ。 確認させる。

②パイプを垂直に立て，静水中を土砂がどの ・大きい粒ほど落下速度が速いこと，ま

ように落下していくかを調べ，ワークシー た，同じ大きさの粒は，水平に堆積す

トに記入する。 ること等が見いだせるよう助言を行う。

・流水中での土砂の堆積

①パッドを二つ重ね合わせて，水を溢れるく ・この装置が，河口付近の堆積モデルで

らい注ぐ。 あることを確認する。

②設置したレールの水面からすぐ上の部分に ・水の量が適切か確認し，少ない班は補

土砂をのせ，水を一気に流す。 充させる。

③土砂がパッドの中を広がっていく様子を確

認し，堆積したれき，砂，泥の様子をワー ※流水によって堆積する粒の様子を河口

クシートに記入する。 付近の堆積と重ね合わせて考察し，地

層のでき方を説明することができる。

２ 本時のまとめを行う。 （知識・理解）

・地層はおもに河川から流入した土砂によって海底にできる。

・河口付近では，岸から沖合にかけて，れき → 砂 → 泥の順に堆積する。

Ⅲ よりよい観察・実験にするために

１ 生徒・教師の失敗例

（１）河口付近の堆積を再現するモデル実験がうまくいかない。（大きな粒が手前，小さな粒が奥に

ならない）→ 実習３：流水中での土砂の堆積を調べる実験

＜対処法＞

ア 土砂を水面のすぐ上部（レールの先）に置き，水を流す理由

↓

土砂が長い距離レール上を移動すると，大きい粒ほど速度

が増し，パッドの先の方まで進み，小さい粒ほど速度が遅く，

パッドの手前に堆積してしまうため，できるだけ土砂のレール

上の移動距離を短くし，一気に押し出す必要がある。 流水中を土砂が堆積する様子

※水流は，底面との摩擦のため，上部と下部の

速度の差が大きい。特に自然界の河川と違い

水路実験の深度では，その差が顕著に表れて

しまう。種々の水路実験では，この点を大い

に考慮する必要がある

（モデル図 ： 粒の大小による当たる流水の速度の違い）
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イ パッドを二つ重ねて容器いっぱいまで水を入れる理由

水面が低いと，流水がパッドの先の壁面にぶつかり，負圧による逆方向の流れが生じ，泥が

手前に戻されてしまうため，流水がパッドの端からこぼれるようにして流水の進行方向を一定

にさせ，泥が流水にのって遠くへと進んでいく様子を作り出す工夫を行っている。

（２）実際の露頭で見られる地層の堆積の成因がよく分からない。

＜対処法＞

千葉県内の露頭における地層のでき方については，各種文献に詳細に掲載されている。よく間違

える例としては，砂岩層や礫岩層があると，河口付近で堆積したと思ってしまうが，大量の土砂

が海底谷の流れにのって一気に沖合まで運ばれてできた砂岩層などが千葉県内には多数有り，誤

った説明にならぬよう実際の露頭で見られる地層の成因についてはよく文献を調べておく必要が

ある。

※インターネットで「千葉県の地層探検」（制作：千葉県総合教育センター）を検索すると，県内

の露頭や地形についてのデータが数多く掲載されており，その特徴や成因などがわかりやすく解

説されている。

２ 経験談から

千葉県は，豊かな自然に恵まれており，特徴的な地形や露頭が見られる場所が数多く存在してい

ます。ただ，それらの成因を生徒達に分かりやすく説明するのは，なかなか難しい部分があります。

そこで，自然事象を再現するようなモデル実験が非常に大切だと考えます。しかし，地学領域に関

するモデル実験は他の領域に比べてもスケールの違い等から困難な場合が多くあり，分かりやすく

教えるための教材・教具の開発の余地がまだあると思います。ぜひ，今後とも多くの理科教員が知

恵を出しあって地学領域に関する効果的な教材教具を開発していけたらよいと感じています。

参考文献

１）有馬朗人ほか５６名 共著（２０１２）「理科の世界１年 教師用指導書」大日本図書

－ 38 －


