
新版 地理 中教 出版による

1. § lt i生活の舞台 としての地形 :1.

1.:地球の表面           ::

{1)大地形 と小地形  (2)水 陸の分布

(3)大陸の水平肢節 と垂直疲節     `
2.世界の出地と平野   `

(1)世界の出地      :
0アルイス=ヒ マ ラヤ造出帯 ,0磯太平

洋造出帯  0古期造出帯 0幼年,壮年
,

老奪期 0準平原 ……。1・ ……… 1‐ ____:

(2)火山地形

0環太平洋 火L遍帯 0円錐火L目  0溶堵

円頂丘 0́楯状地 ―…… .ヽ・・:‐ ………………

(3)台 力L

Oカ ナダ11献地 0パル ト楯状地  0洪 :

積台爆 o隆起三角州 0開析扇状地

0海岸段丘 o月 岸段丘  0関東 ローム

層

(4)平 野

0沖 積平野

0海岸平野

(5):盆 地

0内陸盆J也

0地溝盆地、

(6)海岸地形

o扇状地 。三角州

0構造平野

0被圧地下水 b鑽井盆地

0沈水海岸  0離水海岸 o溺れ谷
｀

0リ アス式海岸  0三角江 o7イ ヨル
.

ド o沿海州 0潟湖 o海岩砂丘   .θ

O隆起海食台 ……………… 1‐ ―Ⅲ……′`

(7)氷食地形 ‐―‐……………………………

Oici谷  o氷食谷  o氷堆石 0乾燥盆

地 o砂漠 ン0カ ルス ト地形
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地形の部 地理・地学 の比較 (高 校 )_
: ■■:.|.   

長綺南高 藤 :田    光

科学の世界 地学 新編 清水書院による

Ⅲ 地層の観察と地質調査 |:

§6 造出運動と造陸運動   ¬

6沼 曲山脈 ・o地向斜 0造出帯 o安定

帯           ‐

Ⅱ §5 自然界にかける水の大循環2地形

の変化       ::
0浸 ettの 輪廻 として幼,社.老年期の地形

変化を考える 0幼 ,壮L老年期 o準平

原         |
◎火出地形については,多 くの教科書がマグ
‐

マの活動と火山作用の項において述べてい

:_るが詳 しくは:な い。三省堂 ユri学 改訂版

にかいては,火山 と温泉の項で比較的詳 し

―I §4 海水の作用 。

10海食地形 0沿岸流による地形
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大陸氷河 o谷氷河 0水食
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■ 世界つ海洋と陸水|

(1)海洋と島   ‐ 1

9大洋 0付属海 o陸島

(2)海底地形

0興 0  1整

0深淵 0浅堆…Ⅲ… 1・ ‐…∵:.三 Ⅲ…………r・

(3)海流と潮流 __… ………。1.… …………………Ⅲ

O赤道海流 lo赤 通半流 o黒潮 6親
潮 oメ ャシヨ湾流ぃ。ラ7・ラト・ル海流
0潮境 0潮目

縫
)町 水

・ 」・

一

二 :__二 ゃ 二 _二 .…
… …

.

0陸水 0地表水 o温泉 ёl欽泉

o月 川流量 o湖沼一二.■ Ⅲ……:‐ _.:… …1

4.世界の土壊帯

(1)土 襲と気候  (2)主 な 襲帯

1.§ :i 地かくの表面

0_本陸構 6大陸斜面 0輝 底 o海蒔

l?民食 9風成層lo医

I S3 海水の運動

0洋島

0事  o潮境 o潮目 o塩 水

水 0海水の大循愛 OTS図
海の海流

水゙の作用と地形の変化

§l 陸水の運動

0流域 o分水界

0三角州 0扇状地

0河りIIの三大作用  :
o沖 積平野 o湖沼

o力tん

o日 本近
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.水の作用          :
｀
■.地かくの構成物質 '

§4 たぃ積作用とたい積岩 風化と士襲

0酸性土壊 oァルカウ土壊

土 o赤色圭と ラアライト 0黒色土
!

・            ′
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環境としての気候 ffm口氏の報告資 |

料)

S3 日本の自然環境

1.日本の地形

0日 本の地機構造図 (出下 昇氏 |こ よる)

0フ ォッサマダナ o中央構造線

0日本の地形特色にうぃての解説

高等学校学習指導要領解説 社会編 よう抜粋

“陸地・ 海洋の位置と形たらスでは,轟度白孫軒義 大轟相互あ饉係的位置差き。姜た形状には
.

海,陸 喰垂直的分布などを含めて,いずれもへ類の生活に影響し|て√る面に ヽふれるo平逸 .

山地,海洋・ 睦水などは地形の成麹や
`形

態轟分類には深入 わせず。人類の生活 と関連の深
い特色ある自然の地域的差異をとりあげることが望唆じ仏。
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