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中学校理科の授業で使用  ２０１０年～ 
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3 中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 

 大地の成り立ちと変化についての観察，実験などを通して，次の事項を
身に付けることができるよう指導する。 
 

  ア 大地の成り立ちと変化を地表に見られる様々な事物・現象と関
連付けながら，次のことを理解するとともに，それらの観察，実験など
に関する技能を身に付けること。 
 ア 身近な地形や地層，岩石の観察 

㋐ 身近な地形や地層，岩石の観察 

身近な地形や地層，岩石などの観察を通して，土地の成り立ちや広がり，構
成物などについて理解するとともに，観察器具の操作，記録の仕方などの
技能を身に付けること。 

 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 

地層の様子やその構成物などから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して理解するとともに，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できることを理解すること。 
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4 中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 

  
 ウ 火山と地震 

㋐ 火山活動と火成岩 

 火山の形，活動の様子及びその噴出物を調べ，それらを地下のマグマの性
質と関連付けて理解するとともに，火山岩と深成岩の観察を行い，それらの
組織の違いを成因と関連付けて理解すること。 

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理解し，地震に伴う土
地の変化の様子を理解すること。 

 

 ※地震についての体験や地震計の記録，過去の地震の資料
などを基に，その揺れの大きさや伝わり方の規則性に気付か
せるとともに，地震の原因をプレートの動きと関連付けて理解
させ，地震に伴う土地の変化の様子を理解させることがねら
いである。 
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5 中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 

  
 エ 自然の恵みと火山災害・地震災害 

     ㋐ 自然の恵みと火山災害・地震災害 

 自然がもたらす恵み及び火山災害と地震災害について調べ，これらを
火山活動や地震発生の仕組みと関連付けて理解すること。 

 

  イ 大地の成り立ちと変化について，問題を見いだし見通しを
もって観察，実験などを行い，地層の重なり方や広がり方の規
則性，地下のマグマの性質と火山の形との関係性などを見いだ
して表現すること。 



教科書 啓林館 「未来へ広がるサイエンス１」 
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授業 震源の深さや位置の関係からプレートの重
なりについて考えよう 
※地球上の過去の震源のデータから，地球の内部の構
造について考えることができるか!? 

 iOS版使用 
 タブレット端末１０台に事前にアプリ＆コンテンツ

をダウンロード 
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2018/12/12～12/17 1年生3クラスに実施 
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１．100km以浅の地震がプレート境界に多いことから，プレート境界
のおよその位置を読み取る  「地震が起こった場所（L-12-1）」 
 

２．地震の多い深さ，深さと震源からプレート境界との関係を考える  
「世界の地震分布（深さごと)」L-13-2 
 
 
 

３．深さ＞300km付近の地震はプレートの沈み込みの場所で起こる
と仮定し，プレートの重なりや傾斜を読み取る。 
 

４．海底の形成年代から，プレートの生成や移動について理解する。
「海底の形成年代と大陸の移動」L-10 
 

５．大地の変動がプレートの動きによっておこること，地球内部の
はたらきと結びついていることを理解する。 

授業の概要 （２時間） 



１．100KM以浅の地震がプレート境界に多いことか
ら，プレート境界のおよその位置を読み取る  
 「地震が起こった場所（L-12-1）」 

9 



地震が起こった場所（L-12-1） 動画1 
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地震が起こった場所（L-12-1） 動画2 
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地震が起こった場所（L-12-1） 
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https://pubs.usgs.gov  



２．地震の多い深さ，深さと震源からプレート境界

との関係を考える  
 「世界の地震分布（深さごと)」L-13-2 
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「世界の地震分布（深さごと)」L-13-2 



３．深さ＞300KM付近の地震はプレートの沈み込みの場所

で起こると仮定し，プレートの重なりや傾斜を読み取る。  

 「世界の地震分布（深さごと)」L-13-2 
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「世界の地震分布（深さごと)」L-13-2 動画3 



４．海底の形成年代から，プレートの生成や移動
について理解する。「海底の形成年代と大陸の移動」L-10 
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https://pubs.usgs.gov/gip/dynamic/continents.
html 

https://www.earthbyte.org 
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「海底の形成年代と大陸の移動」L-10 



５．大地の変動がプレートの動きによっておこること，地球
内部のはたらきと結びついていることを理解する。 
「海底の形成年代と大陸の移動」L-10 
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生徒の考察 
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53 
42 

1 0 

地震や火山の多い場所と,プレートの境界の関

係について考えることができたか 

できた どちらかというとできた 

どちらかというとできなかった できなかった 

51 42 

3 0 

地震が起きる場所や,そのしくみについて理解で

きたか 

できた どちらかというとできた 

どちらかというとできなかった できなかった 

48 
42 

6 
0 

プレートの生成や沈み込みその動きについて理

解できたか 

できた どちらかというとできた 

どちらかというとできなかった できなかった 

88 

8 

0 0 

この学習する上でDagikEarthは役に立ったか 

できた どちらかというとできた 

どちらかというとできなかった できなかった 

授業後のアンケート 2018/12/12～12/17 1年生98名から回収 
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自由記述 1 2018/12/12～12/17 1年生98名から回収 
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自由記述 2 2018/12/12～12/17 1年生98名から回収 
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自由記述 3 2018/12/12～12/17 1年生98名から回収 



授業を終えて １ 
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授業で生徒の考えを促す使い方を想定する場
合，最初の画像はデータ無しの地表面だと使
いやすい 



授業を終えて ２ 
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生徒によるデータの読み取りを優先する場
合，凡例はキャプション部（左）に格納して
頂けるとありがたい。 



授業を終えて ３ 
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アプリの切替について，iOS版の場合，一旦

別のアプリ（手書き文字入力アプリ等）を起
動してしまうと，ダジックアースアプリが再起
動する。 



授業を終えて 4 
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グループ4人に対して，タブレット1台だと足
りないかも 
 
生徒のスマホにインストールさせるか？ 



授業案 
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補足：生徒の発表ツールとして 
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オープンスクール・出前イベント・ 
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• 説明するコンテンツを生徒が選ぶことで，生徒が予習
する！ 

• WiiフィットをPCにつなげたい！ 生徒がメールで
info@dagik.orgに連絡し設定。 

• 折り紙地球儀をもらった小学生が本校に入学！ 
• カプセル地球儀500個配布（ガシャガシャ） 
 

文化祭 



アクリルドーム・板 
曇ガラススプレー 
イレクターパイプ 
で自作 
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