
単元４ 大地の変化
１章 火山
１ 火山の活動

教科書 ｐ２０６～２１２

理科ノート ｐ１２９



１ 火山の活動
まずは皆さんに質問です！
これから火山について勉強をしていきますが...

皆さんは火山と聞いて、何を頭に思い浮かべますか？？

思いつくだけ頭に思い浮かべてみよう！

考え中…

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９



１ 火山の活動
考える時間終了！

皆さんは何を思い浮かべましたか？

例えば...

日本を代表する山、富士山！

鹿児島にあるぞ！ 桜島！

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

たぶん、日本にある
山を思い浮かべたか

な…？



１ 火山の活動 教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

ちなみに、最近１万年間に
噴火したことがあるか、最近
も水蒸気などの噴気活動が見

られるものを活火山と

呼びます。

ちなみに、日本には海底火山も含め
て１１０あるぞ！

火山にも、よく噴火しているものや
数十年おきに噴火を繰り返す火山、
最近数百年間は噴火をしていない火

山など様々あるんだ！

では実際日本にはどれくらい
火山があるんだろうね？見て
みよう！教科書ｐ２０４にも

のってるよ！



１ 火山の活動 教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

そして、一つ火山の活動の例とし
て噴火があるんだけど、その噴火
のようすも左の写真を見てみると
火山でそれぞれ違っているんだ
ねぇ。不思議！

左の写真のように、様々な
火山が存在するんだなぁ。
おや、火山によって形が違
うみたいだね。



１ 火山の活動

・（ マグマ ）・・・地下にある岩石が高温のためにどろどろに溶けた物質。

・（ 噴 火 ）・・・マグマが上昇して地表に噴き出す現象。

・（ 溶 岩 ）・・・噴火によって地表に噴き出したマグマが、周囲

に積み重なってできる。

・（ 火山噴出物 ）・・・噴火の時に噴き出されたマグマ

がもとになってできた物質。

火山噴出物にはどのような物があったかな？書き出してみよう！

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

ふんか

ようがん

かざんふんしゅつぶつ

火山の活動のちがいについて観察し、ちがいの原因を考えよう。

めあて

火山はマグマが上昇して地
表に噴き出し、周辺に積み
重なっていくことによりで

きていくんだ！



１ 火山の活動
火山噴出物 例えば...

火山灰 直径２ｍｍ以下

火山れき

火山弾 マグマが空気中で固まった。

溶岩 液体状のものだけでなく固まったものもある。

軽石

火山ガス 水蒸気や二酸化炭素など

などなど...

様々な噴出物があるね！

形は異なるけれど、もとになっている成分は全部マグマだよ！

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

かざんだん

ようがん

かるいし

かざんばい



１ 火山の活動

火山灰

溶岩

火山噴出物火山の噴火

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

火山弾
火山ガス

今度は図にまとめてみたよ！



１ 火山の活動

様々な火山噴出物があったね！ところで...

右下に溶岩と軽石の写真をのせてみたよ！成分は同じマグマな
のに色や形がちがうんだねぇ。あれあれ？両方とも表面に穴が
あいているような...

＜ 考えてみよう① ＞

溶岩や軽石の表面にたくさんの穴があいているのはなぜか？

自分の考えのところに、書き出してみよう。

考え中...考え中...

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

プリントの裏にいくよ！



１ 火山の活動
自分の考えが書けたかな？？

それでは解説をしていくよ！

溶岩や軽石の表面にたくさんの穴があいているのは、

（ マグマの中の気体の成分がぬけ出した ）から。

マグマには、（ 気体成分が多くふくまれている ）。

火山の爆発的噴火は高圧の（ ガス ）によって

引き起こされる。

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

水や二酸化炭素などの気体になる成
分が溶け込んでいるんだ！

よく振った炭酸飲料
の入ったペットボト
ルの栓を開けた時、
とけこんでいた二酸
化炭素が気泡となっ
て出てくるのに似て

いるよ！

＜ 考えてみよう① ＞

噴火のメカニズムも一応のせて
おくね！教科書ｐ２０６にも

のってるよ！



１ 火山の活動
だんだん火山の活動についてわかってきたかな？？

それでは、最初の話に戻ろうか！

一番最初に、日本には、世界には、色々な火山があって形もちがえば噴火
のようすもちがうんだねぇ、不思議だね！って話をしたね！

そこで！

火山の形や噴火のようすのちがいは何によるものだろうか？？

自分の考えのところに、書き出してみよう。

考え中...考え中...

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

＜ 考えてみよう② ＞



１ 火山の活動
自分の考えが書けたかな？？

それでは解説をしていくよ！

火山の形や噴火のようすは、（ マグマのねばりけ ）によって変わる。

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

（マグマのねばりけ） （ 弱 い ） （ 強 い ）

火山の形

流れやすいため、うすく広がって
流れる。
↓

（ 傾斜がゆるやかな形 ）

流れにくいため、もり上がる。
↓

（ おわんをふせたような ）形

噴火のようす

気体がぬけだし（ やすい ）
↓

（ 穏やかに溶岩が流れ出す ）
噴火

気体がぬけ出し（ にくい ）
↓

（ 激しい爆発をともなう ）
噴火



１ 火山の活動
火山の形や噴火のようすがマグマのねばりけによるものだということがわかったね！

それではこれからマグマのねばりけによってどのような火山の特徴があるのか、それぞ
れまとめていくよ！

① マグマのねばりけが弱い火山

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

〇 気体成分がぬけ出しやすいため、噴火の様子はあまり
爆発的にならず穏やかに溶岩を流しだすことが多いんだ！
〇 また、右の写真のようにこのようなマグマからできた
火山灰や溶岩は、成分の関係で黒っぽい色になることが多
いよ！

〇 マグマのねばりけが弱いと、溶岩うすく広がって流
れるため、溶岩が積み重なるとハワイにある火山のマ
ウナロアのように傾斜のゆるやかな形となるよ！



１ 火山の活動 教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

② マグマのねばりけが中間の火山

〇 マグマのねばりけが強いと、溶岩は流れにくいため
に火口近くに盛り上がって、右図の長崎県にある雲仙
普賢岳の山頂部のようにおわんをふせたような形にな
るんだ！

〇 気体成分がぬけ出しにくいので、噴火のようすは激し
い爆発をともなうものになることが多いぞ！
〇 また、固まった岩石の表面はごつごつしていて、火山
灰や岩石は白っぽい色になることが多いぞ！



１ 火山の活動 教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

③ マグマのねばりけが中間の火山

〇 マグマのねばりけが中間の場合は、流れ出る溶岩も
ぶ厚くなってあまり広がらないんだ！そのため、右図
の群馬県にある浅間山のように、傾斜がきつい形となるよ！

〇 さっきのねばりけの弱いマグマに比べて、気体成
分がマグマからぬけ出しにくくなるので、爆発的に
噴火を起こしやすいんだ！また、溶岩が地表へ流れ
出す場合、その表面はごつごつしているぞ！
〇 このようなマグマからできた火山灰や岩石の色は、
さっきのねばりけの弱いマグマからできたものとね
ばりけの強いマグマからできたものの中間となるこ
とが多いぞ！



１ 火山の活動

火山
マウナロア（ハワイ）

キラウエア（ハワイ）

浅間山（群馬県）

桜島（鹿児島県）

雲仙普賢岳（長崎県）

昭和新山（北海道）

火山の形

傾斜がゆるやかな形。 傾斜がきつい形。 おわんをふせたような形。

マグマのねばりけ 弱い 強い

噴火のようす 穏やかに溶岩が流れ出す 激しい爆発をともなう

溶岩の表面 なめらか ごつごつ

火山噴出物の色 黒っぽい 白っぽい

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

あさま

さくらじま しょうわしんざん

プリントの表にいくよ！



１ 火山の活動

① 火山が噴火すると火口からさまざまな（ 火山噴出物 ）を出すそ

の中には気体の（ 火山ガス ）や固体で遠くまで飛んでいく

（ 火山灰 ）などがある。大きな固体には小さな穴が開いていて、

それは、（ 気体成分が抜け出したあと ）である。

② 火山の形や噴火のようすは（ マグマのねばりけ ）によって変わ

る。

まとめ

教科書 ：ｐ２０６～２１２
理科ノート：ｐ１２９

火山にも様々な形や特徴があることがわかったね。

最後に、火山の活動について今日学習したことをまとめよう！



単元４ 大地の変化
１章 火山
２ マグマの固まった岩石（１）

教科書 ｐ２１３～２１５

理科ノート ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

前回は火山の活動を学習しましたね！
火山の形や噴火のようすは○○によって変わったよね～覚えてるかな？？
そう！マグマのねばりけだったね！
そのマグマのねばりけによって火山の形や噴火のようすが変化したんだ！
例えば...

マグマのねばりけが弱いと溶岩が黒っぽ
く、逆に強いと白っぽくなっていたのを
覚えてるかな？

でもこれ、なぜ火山によって
火山噴出物の色が変化するんだろうね？
火山噴出物を観察したらわかるかな？

マグマのねばりけが弱い火山
の溶岩

マグマのねばりけが強い火山
の溶岩



２ マグマの固まった岩石（１）
また...

火山噴出物を前回見たけど、一体何でできてるんだろう...

そこで！前回火山灰をみてもらったけど、覚えているかな？

火山噴出物の１つでもある火山灰。この火山灰は、一体どんなものが集
まってできているんだろうね？

今回の学習では、今話をした２つの疑問を解決していくよ！

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

これこれ！

ただの砂かな？
同じものが集まっ
ているのかな？



２ マグマの固まった岩石（１）

＜ 観 察 ＞

色の違う火山灰を観察して、比較してみよう。

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

方 法

① 火山灰を蒸発皿にとり、水を加えてよく洗い、にごった水を捨てる。

水がきれいになるまでくり返す。

② 残った粒を双眼実体顕微鏡などで観察する。

火山噴出物の色が違うのはなぜか、火山灰を観察して考えよう。

めあて

ではさっそくだけど、火山灰を観察してみようか！

プリントの裏にいくよ！



２ マグマの固まった岩石（１）

結 果

考 察

観察してわかることを書いてみよう。

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

気づいたことをA、Bそれぞれについて書いたり、またそれを比較
して同じところ、違うところはどこか考えてみよう。



２ マグマの固まった岩石（１）

例えば...

Aはよくみると黒色の粒が多いことがわかるね。

また、Bは白色の粒が多いこともわかる。

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）

●（ 鉱 物 ）・・・マグマが冷えてできた粒で、（ 結 晶 ）

になったもの。

（ 無色鉱物 ）・・・白っぽい鉱物 白色鉱物とも言う。

（ 有色鉱物 ）・・・黒っぽい鉱物

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

こうぶつ

むしょくこうぶつ

ゆうしょくこうぶつ 水晶 ダイヤモンド

サファイア エメラルド

これらも実は鉱物なんだ！

プリントの表にいくよ！

観察して見ることができたように、黒っぽい粒や白っぽい粒な
ど様々なものが見えたね！ここで、その正体は何なのか、説明し
ていくよ！



２ マグマの固まった岩石（１）

鉱物 火山灰や岩石にふくまれるおもな鉱物

有色鉱物無色鉱物

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

たくさんの種類の鉱
物があるんだね！
これから各鉱物の
形・色・特徴を紹介
していくよ！

それじゃあ、火山灰に含まれる鉱物は、どのようなものがあるか見ていこう！



２ マグマの固まった岩石（１）

セキエイ（石英）

【形】 【色】
不規則 無色

白色
【割れ方】
不規則

水晶とも呼ばれる！

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）

チョウ石（長石）

【形】 【色】
柱状 無色
短冊状 白色

うす桃色
【割れ方】
決まった
方向

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）

クロウンモ（黒雲母）

【形】 【色】
板状 黒色
六角形 褐色

【割れ方】
うすく
はがれる

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

かっしょく

黒みがかった茶色のことだよ！

こんな色！→

漢字注意！

褐色



２ マグマの固まった岩石（１）

カクセン石（角閃石）

【形】 【色】
長い柱状 こい緑色
針状 黒色

【割れ方】
柱状に
割れやすい

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）

キ石（輝石）

【形】 【色】
短い柱状 緑色
短冊状 褐色

【割れ方】
柱状に
割れやすい

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）

カンラン石

【形】 【色】
丸みのある 黄緑色
四角形 褐色

【割れ方】
不規則

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１



２ マグマの固まった岩石（１）

磁鉄鉱（じてっこう）

【形】 【色】
不規則 黒色

【特徴】
磁石に
くっつく

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

磁石にくっつくの
は、鉄を含んでい
るからなんだ！



２ マグマの固まった岩石（１）
セキエイ チョウ石 クロウンモ

キ石 磁鉄鉱カンラン石

カクセン石

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

各鉱物の形・色・特
徴をしっかりおさえ
ておこう！またどの
鉱物が有色鉱物で、
どの鉱物が無色鉱物

だったかな？



２ マグマの固まった岩石（１）

火山灰に含まれている粒は、（ マグマ ）が冷えてできたもので

ある。

このうち、一定の化学組成をもつ物質で結晶になったものを

（ 鉱 物 ）という。

火山灰や岩石は、（ 有色鉱物 ）が多くふくまれていると黒っぽ

く見え、（ 無色鉱物 ）が多くふくまれていると白っぽく見える。

まとめ

教科書 ：ｐ２１３～２１５
理科ノート：ｐ１３１

ここまで火山噴出物の色が違うのはなぜか、火山灰を観察して考えて
きましたね。

なぜだろうか？最後にまとめてみよう！



単元４ 大地の変化
１章 火山
２ マグマの固まった岩石（２）

教科書 ｐ２１６～２１８

理科ノート ｐ１３３



２ マグマの固まった岩石（２）
前回の学習では、主に火山噴出物について学習を進めてきたね！

では、今日の学習の内容は...？

溶岩や火山弾、軽石など、マグマが冷え固まった岩石のことを、

火成岩と呼ぶんだ！

その火成岩は、マグマが冷え固まる場所

によって、火山岩、深成岩に分類され

るんだけど...

火山岩と深成岩のつくりにはどのような

ちがいがあるんだろうね？観察してみよう！

教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

どこでマグマが冷え
固まるのかな？



２ マグマの固まった岩石（２）

火成岩 ・・・マグマが冷え固まった岩石。

（ 火山岩 ）・・・地上付近で（ 急速に ）冷え固まった岩

石。

（ 深成岩 ）・・・地表深くで（ ゆっくり ）冷え固まった

岩石。

教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

かせいがん

かざんがん

しんせいがん

火成岩と火山岩を逆に覚えていたりなど、間違えやすいところ！
しっかり覚えてね！

まずは、マグマが冷え固まった岩石はどのようなものがあるか、見ていこう！

火山岩と深成岩のつくりにはどのようなちがいがあるか観察してみよう。

めあて



２ マグマの固まった岩石（２）教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

このように、火山岩は地上付近で、
深成岩は地表深くでできるんだ！

では...

火山岩と深成岩がそれぞれどこでで
きるのか、図で見てみよう！

地下で数千ｋｍの広がりを持つマグ
マのかたまりが内部まで冷え固まる
には、およそ１００万年かかる！



２ マグマの固まった岩石（２）教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

深成岩はさっきも説明し
たけれど地下でマグマが
固まったものなんだけど、
大地の変動や流水のはた
らきによって地表にあら
われることもあるぞ！

この図は、深成岩
の地表への現れ方
を表しているよ！



２ マグマの固まった岩石（２）

＜ 観 察 ＞ 火山岩と深成岩をそれぞれ観察してみよう。

方 法

① 火山岩と深成岩の、みがいてある面を、双眼実態顕微鏡で観察し、

スケッチする。

② 鉱物の大きさや形、集まりからつくりを調べる。

プリント裏面にあるスケッチを見ながら、火山岩と深成岩の特徴を下の結果の表
に自分の言葉でまとめてみよう。

その後、火山岩と深成岩を観察して気づいたことを考察に書いてみよう！

教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

それでは、火山岩と深成岩がどのような物質なのか、観察をしてみよう！

次のページに
まとめの参考をのせているので、
自分なりにまとめてみてから次
のページを見てね！



２ マグマの固まった岩石（２）
岩石 火山岩 深成岩

スケッチ

鉱物の大きさ
やや大きい。

粒が見えない部分がある。
大きくて、どれも同じくらいの大き

さ。

鉱物の形 角ばっている。 角ばっている。

鉱物の集まり方
粒がよく見えない部分の中に、やや
大きい鉱物が散らばっている。

同じくらいの大きさの鉱物が、きっ
ちり組み合わさっている。

教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

〇考 察
・火山岩は小さな鉱物があるが、深成岩にはない。
・火山岩と深成岩はつくりがちがう。

皆はどのようにまとめ
たかな？



２ マグマの固まった岩石（２）

（ 斑 晶 ）

比較的大きな鉱物。

（ 石 基 ）

小さな鉱物の集まりや

ガラス質の部分。

教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

はんしょう

せっき（ 斑状組織 ） （ 等粒状組織 ）

（ 斑 晶 ）

（ 石 基 ）

漢字の間違い注意！

斑

班

さて、ここから詳しく見ていこう！

大きな鉱物が粒のよく見えない
部分に散らばって見える。

同じくらいの大きさの鉱物が
きっちりと組み合わさっていて、
石基の部分がない。

大きな鉱物の結晶

ごく小さな鉱物の集
まりやガラス質の部

分



２ マグマの固まった岩石（２）

火山岩は、（ 斑 晶 ）が（ 石 基 ）に囲まれている。

このようなつくりを、（ 斑 状 ）組織という。

深成岩は、（ ほぼ同じ ）大きさの鉱物が集まっている。

このようなつくりを、（ 等粒状 ）組織という。

まとめ

教科書 ：ｐ２１６～２１８
理科ノート：ｐ１３３

火成岩はでき方によって火山岩と深成岩に分類されることがわかった
ね！ それぞれしっかり覚えること！

火山岩と深成岩の違いについて最後まとめよう！



単元４ 大地の変化
１章 火山
２ マグマの固まった岩石（２）

教科書 ｐ２１６～２１８

理科ノート ｐ１３３
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