
日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

１気象観測

Step 
1

身近な場所の気象

・大気中で起こるさまざまな自然現象。Check！

『天気記号』 『雲量と天気』

『風向』

『風力』

天気 快晴 晴れ
くも
り 雨 雷 雪

あら
れ 霧

天気 
不明

記号 ●○ ◎

雲量 天気 空の様子

０～１ 快晴

２～８ 晴れ

９～１０ くもり

『気温』
・気温は, 地上およそ（　　　　）mの高さに
乾湿計の感温部を置き, （　　　　　　　）が
当たらないようにして乾球ではかる。

『湿度』
・湿度は乾湿計の乾球と湿球の示す温度の差を読み取
り, 湿度表を使って求める。

乾球の読
み(℃) 

乾球と湿球との目盛りの読みの差
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

30 100 92 85 78 72 65 59 53 47 41
29 100 92 85 78 71 64 58 52 46 40
28 100 92 85 77 70 64 57 51 45 39
27 100 92 84 77 70 63 56 50 43 37
26 100 92 84 76 69 62 55 48 42 36
25 100 92 84 76 68 61 54 47 41 34
24 100 91 83 75 68 60 53 46 39 33
23 100 91 83 75 67 59 52 45 38 31
22 100 91 82 74 66 58 50 43 36 29
21 100 91 82 73 65 57 49 42 34 27
20 100 91 81 73 64 56 48 40 32 25
19 100 90 81 72 63 54 46 38 30 23
18 100 90 80 71 62 53 44 36 28 20
17 100 90 80 70 61 51 43 34 26 18
16 100 89 79 69 59 50 41 32 23 15
15 100 89 78 68 58 48 39 30 21 12

○ 乾球が20℃, 湿球が18℃のときの湿度
20-18＝２となるので,  
湿度は81%
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西
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風力は０～１２まで全１３段階ある。

○ 風力記号
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・気圧が低くなると天気は(              )や(              )にな
り, 気圧が高くなると(             )ることが多い。 

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

１気象観測

Step 
２

天気の変化

・晴れた日の夜は, 熱が宇宙空間に逃げていくため, 地面の温度も気温も
しだいに低下し, 日の出のころにもっとも低くなる現象。

放射冷却

・晴れた日は気温が上がると, 湿度は(             )り, 気温が下
がると, 湿度は(            )る。雨やくもりの日は, 一般に気温, 
湿度の変化が(           )い。

・日射が最も大きくなるのは, （　　　　）ごろであるが, 気
温が最高に達する時刻は午後（　　　）時ごろになる。

晴れた日の気温変化

晴れた日と雨の日の湿度

天気と気圧の関係

熱 熱
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日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

２大気中の水蒸気の変化

Step 
１

空気中の水蒸気の変化

・気体の状態にある物質(水蒸気)が液体(水)に変わる現象。 

Check！

・水蒸気は目に見えないが, 水蒸気をふくんでいる空気が冷え, ある温
度になると凝結が始まり水滴（露）になる。このときの温度。

実験　コップの水が何℃になったら表面がくもり始めるか。

・ コップは熱の伝わりやすい（　　　　）製のものを使う！

② コップの中にくみ置きの水を入れ, 水温をはかる。

① 気温をはかる。

③ コップの中に氷入れ, コップの表面にくもりが出来
始めた温度を読み取る。

・水蒸気をそれ以上含むことができない状態の空気を, 水蒸気が飽和している状態とい
い, その状態の空気が含んでいる水蒸気の量を（　　　　　　　　　　）という。

結果

気温（℃） くもり始めた温度（℃）

25 10
このときの空気の露点は（　　　　）℃である。

気温（℃） 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

飽和水蒸気量（g/㎥） 4.8 5.2 5.6 5.9 6.4 6.8 7.3 7.8 8.3 8.8 9.4 10.0 10.7 11.4 12.1 12.8

気温（℃） 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

飽和水蒸気量（g/㎥） 13.6 14.5 15.4 16.3 17.3 18.3 19.4 20.6 21.8 23.1 24.4 25.8 27.2 28.8 30.4 32.1

『それぞれの気温に対する飽和水蒸気量』
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日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

２大気中の水蒸気の変化

Step 
１

空気中の水蒸気の変化

０ ５ １０ １５ ２０ ２５ ３０

 気温と飽和水蒸気量の関係

５

１０

１５

２０

２５

３０

０

３５

気温（℃）

空
気
１
㎥
の
水
蒸
気
量

（g）

結果 気温（℃） くもり始めた温度（℃）

25 10

湿度

空気がふくんでいる水蒸気量を, そのときの気温の飽和水蒸気量に対する百分率で表したもの。 

＝ × １００
空気１㎥中にふくまれている水蒸気の量（g）

その気温での空気１㎥中の飽和水蒸気量（g）

・同じ気温のときには, 空気中の水蒸気量が多い時ほど露点は（　　　　）なり, 飽和に
達するまでに含むことのできる水蒸気量は（　　　　）くなり, 水が（　　　　）しに
くい。

問題　この実験のときの湿度を求めよう！
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・山の山頂に登ると, その高さに相当
する分だけの大気の重さが減るので, 
気圧は（　　　　）なる。

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

２大気中の水蒸気の変化

Step
２

上空の気圧と気温

上空の温度

・地球をとりまく気体。 

問題　

海

Check！

・大気の重さによる圧力 

・高いところへ行くと気温は（　　　　）なる。 
　度合いは１００mごとにおよそ０.6 ℃である。

２０-２０ ０-４０-６０

５

１０

１５

（km）

気温（℃）

高
さ

地上の気温が１５℃のとき

地上付近の気温が１５℃のとき, 高さ５kmでは気
温は約何℃か。
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日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

２大気中の水蒸気の変化

Step 
３

雲のでき方

わかったこと

① 図のような装置で, ピストンをすばやく引いたときと, 
戻したときの, フラスコの中のようすや温度変化を観察す
る。

まとめ　

・ピストンを引いたとき, フラスコの中の空気が（　　　　　）して温度は下がる。また, 空 
気が（　　　　）すると, 気圧は下がる。このとき、中の空気が（　　　　）以下になり,  
水蒸気が水になったため, フラスコの中がくもって見えた。

・空気のかたまりが上昇すると, 上空に行くほど周囲の気圧が(              )なり, 膨張し 
て温度が(              )るため, ある高さで露点に達する。さらに上昇すると, 水蒸気は空 
気中の小さなちりを凝結核として無数の細かい水滴や氷の粒となる。これが(           )で 
ある。地上付近にできた(              )を(               )という。 

実験　雲をつくる

② フラスコ内を少量の水でぬらした後, 線香の煙を
入れ, ①と同様の実験を行う。

結果 引いたとき 戻したとき

気温 下がった 上がった

フラスコ くもった 消えた

『雲のでき方』 
① （　　　　）の一部が強く熱せられる。　 
② 空気が（　　　　）に沿って上昇する。　　 
③ 寒気が暖気を押し上げる, または暖気が寒気の上にはい上がる。

水を入れるのは, フラスコ内の
（　　　　　）量を増やすため。

線香の煙を入れるのは, 水蒸気が水滴になると
きの（　　　　　）になるから。

　https://tentol.jp

https://tentol.jp


日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

２大気中の水蒸気の変化

Step
４

雨や雪のでき方

・上昇する空気の流れ。

雨や雪　

・雲をつくる水滴や氷の粒は非常に小さいため, (                  )に支えられて落ちてこ  
ない。しかし, これらの雲粒が成長して大きくなると, (                 )では支えきれなく 
なり, 落ちてくる。このようにして地表に達した水滴が(              )であり, 氷の粒がと 
けないで地表に達すると(            )になる。(              )と(              )をまとめて,  
(            )という。(             )をもたらす雲は, おもに(               )と (              )であ 
る。 

Check！

Step
５

水の循環

・地球の水が循環するエネルギーのもとは何か。 
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日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

３前線の通過と天気の変化

Step
１

気圧配置と風

・各地で観測された気象の記録を図記号を使って地図上に記入したもの。 

天気図記号の問題

Check！

・同一時刻の各地の気圧の値の等しいところを結んだ, 滑らかな曲線。通
常4hPaごとに引き,  20hPaごとに太くする。 

・まわりよりも気圧が低いところ。 

・まわりよりも気圧が高いところ。 

（例）天気晴れ, 北東の風４ （１）天気快晴, 南西の風３ （２）天気くもり, 北の風2

南

東

　北

西

風のふき方

風は（　　　）気圧から（　　　）気圧
に向かってふく。風が強くふいているほ
ど, 等圧線の間隔は（　　　　）い。　

高気圧・低気圧と風の関係

高気圧の地上では風は高気圧の中心から
(            )回りに(                     )。  
低気圧の地上では風は低気圧の中心から
(               )回りに(                   )。 
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日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

３前線の通過と天気の変化

Step 
２

前線

・気温・湿度がほぼ一様な空気のかたまり。 

Check！

冷たい空気をもつ 

暖かい空気をもつ

・性質の異なる気団は, 互いに接してもすぐには混じり合わず境の面を
つくる。この面。

・前線面が地表面と交わるところ。 

前線の記号は前線の進行方向にかく。

寒気
暖気

寒気
暖気寒気 寒気

寒冷前線と温暖前線
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記号

記号

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

３前線の通過と天気の変化

Step
３

天気の変化

・ほとんど動かず停滞する前線。 

前線と低気圧

Check！

・低気圧の進む方向の前方にできる前線。 ・低気圧の進む方向の後方にできる前線。

暖気が寒気の上を（　　　　　　）ように 
進む。 

記号 記号

寒気が暖気を（　　　　　　　）ように 
進む。 

・寒冷前線は温暖前線よりも速く移
動するため, 寒冷前線は温暖前線にや
がて追いつく。このときにできる前
線。

① 寒気団と暖気団がぶつかって, （　　　　　　）前線ができる。

② 停滞前線が波打ち, （　　　　）前線と（　　　　）前線ができる。

③ 寒気と暖気が大きな渦のように動き, （　　　）気圧ができる。

④ 寒冷前線が温暖前線に追いつき, （　　　　　　　）前線がで
きて, やがて低気圧は消えていく。
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日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

３前線の通過と天気の変化

Step 
４

前線と天気の変化

寒冷前線は(             )い範囲に(           )い
雨が(          )時間降る。通過後は気温が
(           )る。 

温暖前線は(         )い範囲に(        )い雨を
(            )時間降る。通過後は気温が
(           )る。 

（　　　　　）い空気

（　　　　　）雲(あま雲)

（　　　　　）い空気

（　　　　　）雲(かみなり雲)

（　　　　　　）い空気

Step 
５

いろいろな雲

（　　　　）雲

（　　　　）雲 （　　　　）雲

（　　　　）雲（　　　　）雲

（　　　　）雲

（　　　　）雲

https://www.saizou.net

（　　　　）雲

（　　　　）雲 （　　　　）雲
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（　　　　　　） 

気団

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

４日本の気象

Step 
１

日本の気象の特徴

・それぞれの季節にふく特有の風。

日本周辺の気団

Check！

（　　　　　　） 

気団

（　　　　　　） 

気団

（　　　　　　） 

気団

日本周辺の気団の特徴

気団名 性質 発達する季節

シベリア気団

小笠原気団

オホーツク気団

揚子江気団

問題　 (1) 日本列島にふく季節風は夏ではどの方角の風になるか。 

(2) 日本列島にふく季節風は冬ではどの方角の風になるか。 
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（　　　）圧部

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

４日本の気象

Step 
２

海陸風と季節風

・海から陸に向かってふく風。 

Check！

・陸から海に向かってふく風。 

昼 夜

陸
海

あたたまる。 

（　　　）圧部

陸

海
冷える

（　　　）圧部
（　　　）圧部

朝, 太陽が昇り日射が強くなると, 陸は
海よりも先に（　　　　　　　）やす
いため, 陸上の空気の密度の方が, 海上
よりも小さくなって, （　　　）圧部と
なり, （　　　）から（　　　）に向
かって風が吹く。

風が弱くよく晴れた夜間は, 陸の方が 
海よりも先に（　　　　）やすい。そ 
の結果, 陸上の気温が. 海上の気温よ 
りも（　　　）くなるので, 気圧は陸 
で（　　　）く, 海で（　　　）くな 
る。よって, （　　　）から 
（　　　）に向かって風が吹く。

✨ 　風は高気圧から低気圧に向かってふく。
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冬になるとシベリア気団が発達し, ここから冷たい（　　　　）の季節風がふき出す。 
シベリア気団は（　　　）した気団であるが, この季節風は日本海をわたるとき, 暖流 
(対馬海流)の影響もあって, 風に比べて高い温度をもつ海水の表面から蒸発した 
（　　　　　）を大量にふくむので, 日本海側に雪を降らせる。水蒸気の大部分を雪と 
して降らせた空気は, 太平洋側に寒冷で（　　　　　）風としてふき, （　　　　　） 
をもたらす。このように, 海洋は日本の気象に大きく影響している。

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

４日本の気象

Step 
３

日本海

太平洋

太平洋
日本海

日本列島
シベリア

海洋の影響

かわいた風

しめった風

冬
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（　　　　）気団をつくる高気圧が移動性となって日本付近に次々にやってきて, （　　） 
から（　　）へ通り過ぎていくことが多い。高気圧が近づくと温暖でかわいた晴天となる 
が, 昼と夜の気温差が大きく, とくに（　　　　　　）により夜間の気温が大きく下がると 
遅霜にみまわれ, 農作物に被害が出る。また, 低気圧が近づいてくると雲が増え雨になるこ 
とが多く, 風も強まる。こうして, 春は4～6日くらいの周期で天気の変わることが多い。

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

４日本の気象

Step 
４

四季の天気（春とつゆ）

日本の上空にふく強い西風。

　5月中旬から7月下旬にかけて, 北海道を除く日本列島は 
長期間のつゆ(梅雨) に入る。つゆは日本列島付近に幅の広 
い帯状の雲が東西に停滞し, 長雨をもたらす現象である。 
　勢力がほぼつり合っている（　　　　　　　　）気団 
(低温·湿潤)と（　　　　　）気団(高温·湿潤)がぶつかって 
停滞前線(梅雨前線)ができる   
　停滞前線付近では, 2つの気団とも水蒸気を多量にふく 
んでいるため, たえ間なく雲ができ, 雨が降る。つゆのも 
たらす降水は貴重な水資源にもなっていて, 「からつゆ」 
のときは各地で深刻な水不足にみまわれる。

春の天気

2018年３月1日　午前９時 2018年３月2日　午前9時 2018年３月3日　午前9時

2018年6月6日　午前9時

つゆ

参考文献・気象庁HP
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フィリピンの沖合など高温・多湿の熱帯の海上で発生
した熱帯低気圧のうち, 中心付近の最大風速が毎秒 
17.2m以上になったものを（　　　　　）という。

　（　　　　　）気団の勢力が強くなり, 長く続い 
たつゆが明けると, 本格的な夏が訪れる。日本列島 
は（　　　　　）高気圧にすっぽりおおわれ,  
（　　　　）の季節風がふき, 高温で湿度が高く,  
蒸し暑い晴天の日が続くことが多い。 
　一方夏の間も（　　　　　　　）気団の勢力が変 
わらず, また, （　　　　　　）気団の勢力も強ま 
らない場合は, 日本列島付近は雨雲におおわれ続 
け, 日照時間が少なくなり, （　　　　）となる。

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

４日本の気象

Step 
４

四季の天気（夏と秋）

　残暑が過ぎると（　　　　）前線の影響で雨になる
ことが多いが, その後は移動性高気圧におおわれ“天高
く馬肥ゆる秋”とよばれる晴天となる。

夏の天気

秋の天気

2018年7月24日　午前9時

台風
参考文献・気象庁HP
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　11月から2月は, （　　　　　　）高気圧が発達 
し, 気圧配置(気圧の分布のようす)は西の大陸で高 
く, 東の太平洋側で低い（　　　　　　）となる。 
冬の日本は, この高気圧の下で, 発達する冷たく乾 
燥した（　　　　　　）気団の影響を強く受ける。 
　この気団は, 日本海側に大量の雪を降らせる。一 
方, 太平洋側では, ふく風が水分をほとんどなくし 
ているのでかわいた（　　　　）の日が続く。

日付　　　月　　　日気象のしくみと天気の変化

４日本の気象

Step 
４

四季の天気（冬）

冬の天気

2019年1月3日　午前9時

参考文献・気象庁HP
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