
１.　基本事項・知識総合

右図の（ア）～（エ）は，気象観

　　　測をするときに用いる器具や装置で

　　　ある。

　(1)　気圧を観測するときに用いるものは

　　どれか。記号で答えよ。　

　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　風向を観測するときに用いるものは

　　どれか。記号で答えよ。　（　　　）

　(3)　気温や湿度を観測するときに用いる

　　ものはどれか。記号で答えよ。　　　

　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　また，(3)の器具を何というか。その

　　名称を答えよ。（　　　　　　　　）

　(5)　（イ）の装置のＡの部分に入ってい

　　る液体は何か。（　　　　　　　　）

次の問いに答えなさい。

　(1)　次の記号は，どんな天気を表しているか。

　　ａ　●（　　　　　）　　　　ｂ　◎（　　　　　）　　　　ｃ　○（　　　　　）

　(2)　右の図を見て，ａ　風力　ｂ　風向　ｃ　天気

　　を答えなさい。

　ａ（　　　）ｂ（　　　　　）ｃ（　　　　　）

　(3)　空気中に含むことのできる水蒸気量には，限度がある。その限度まで水蒸気を含んだ空気１m
3
　

　　中に含まれている水蒸気の量を何というか。　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　湿度を求める公式を書け。

　(5)　地表付近に，水滴，氷の結晶が浮かんだものを何というか。　　　　　　　　（　　　　　　）

　(6)　地上に降る，雨や雪などをまとめて何というか。　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(7)　晴れた昼間，海岸付近で吹く風を何というか。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(8)　(7)のとき，気圧が低くなるのは，海，陸のどちらか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(9)　気圧は，何によって生じるか。　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

　(10)　１気圧をmmHg，hPaで表せ。　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）（　　　　　　　）
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以下に示したア～エの天気の様子を記号を使って表せ。

　ア　北の風　風力３　天気晴れ ア イ

　イ　南西の風　風力７　天気雨

　ウ　東南東の風　風力１　天気快晴 ウ エ

　エ　風弱く　天気曇り

２.　湿度・飽和水蒸気量・露点

次の問いに答えなさい。

　(1)　図の乾湿計の示度のとき，湿度は何％か。（　　　　　　）

　(2)　乾湿計のＡとＢの示度の差が大きくなると，湿度はどうなる

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

　(3)　天気図の記号から，この日の天気，風向，風力を答えよ。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

湿度について，次の問いに答えよ。

　　　　湿度を測定する器具の１つに乾湿計がある。これは，２本の温度計のうち１本の球部を水で

　　　湿らせたガーゼで包み（湿球），他の１本はそのままにしたもの（乾球）である。湿球の示す

　　　温度が，乾球の示す温度より低いのが普通である。湿度は乾球と湿球との温度の（Ａ）と　　

　　（Ｂ）球の温度から，湿度表を用いて求める。

　(1)　Ａ，Ｂにあてはまる漢字を書きなさい。　　　　　　　　　　Ａ（　　　）　　Ｂ（　　　）

　(2)　下線部の理由を簡単に説明せよ。（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

右図は，乾湿計の示度を示し，表は，湿度表の一

　　　部である。これについて以下の問いに答えよ。

　(1)　このときの気温はいくらか。　　　（　　　　　）

　(2)　このときの湿度はいくらか。　　　（　　　　　）

　(3)　図のように乾球と湿球の示度に差が生じるのはなぜ

　　か。ア～エより選べ。　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　布にしみこんだ水が，湿球を冷やすから。

　　イ　布でつつんだため，熱が逃げないから。

　　ウ　布から水が蒸発し，熱が奪われるから。

　　エ　布が日光をさえぎるから。

　(4)　湿度が高くなると，乾球と湿球の温度差はどうなるか。ア～エより選べ。　　　　（　　　）

　　ア　大きくなる。　イ　小さくなる。　ウ　変わらない　エ　そのときにより違う
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図は，乾湿計の示度を示し，表は，

　　　湿度表の一部である。これについて，

　　　　次の問いに答えなさい。

　(1)　このときの気温は何℃か。

　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(2)　このときの湿度は何％か。

　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(3)　このときの空気中に含まれている水蒸気量は何ｇか。小数第２位を四捨五入して求めよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(4)　このときの空気の露点は，約何℃か。　　　（　　　　　）

　(5)　乾球と湿球の温度差が大きいときは，湿度が高いときか，

　　低いときか。　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　　　また，右の図のＡ～Ｅのうち，乾球と湿球の温度差が最も

　　大きいと思われるのはどれか。１つ選べ。　　　（　　　）

気象観測について次の問いに答えよ。

　(1)　気象観測に使う気圧の単位を記号で書け。　　（　　　　　　）

　(2)　乾湿計の乾球温度計の示度が24℃，湿球温度計の示度が20℃のと

　　き，１図の湿度表を使って湿度を求めよ。　　　（　　　　　　）

　(3)　湿球温度計の示度が19℃，湿度が74％のとき，気温は何℃か。１

　　図の湿度表を使って求めよ。　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　２図の天気図の記号から，風向，風力を答えよ。

　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(5)　「南西の風，風力４，天気晴れ」

　　を天気図の記号で書け。

　(6)　ａ　くもり　ｂ　雪の天気記号を

　　書け。　ａ（　　　）ｂ（　　　）

 右のグラフを見て，次の問いに答えなさい。

　(1)　１m
3
中に水蒸気15.4ｇをふくむ気温30℃の空気の湿度を求めよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　気温30℃，湿度31％の空気１m
3
中にふくまれる水蒸気量を求め　

　　　よ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(3)　(2)の空気の温度を10℃まで下げると，湿度は何％になるか。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　さらに０℃まで下げると何ｇの水滴が生じるか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）
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右の表は，気温と飽和水蒸気量との関係を示したものである。

　(1)　次の文中の（　　　）にあてはまる語を答えよ。

　　　空気中にふくむことのできる水蒸気の量には（ａ　　　　）がある。その限度

　　まで水蒸気をふくんだ空気は，水蒸気で（ｂ　　　　）しているという。このと

　　きの空気１m
3
中にふくまれる水蒸気の量を，その温度での（ｃ　　　　　　　　）

　　という。（ｃ）は（ｄ　　　　　）によって変化する。

　(2)　気温が５℃，25℃のとき，空気１m
3
中に最大何ｇの水蒸気をふくむことができ

　　るか。それぞれの気温について答えよ。５℃（　　　　　）　25℃（　　　　　）

　(3)　今，気温20℃で空気１m
3
中に15.0ｇの水蒸気がふくまれている。あと何ｇの水蒸気をふくむこ

　　とができるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　(3)のときの湿度は何％か。小数第１位を四捨五入して答えよ。　　　　　　（　　　　　　）

右の図は気温と飽和水蒸気量との関係をグラフにしたものである。

　(1)　飽和水蒸気量は，気温が高くなるとどうなるか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(2)　気温30℃では，空気１m
3
中に最大何ｇの水蒸気をふくむことができ

　　るか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(3)　いま気温30℃で，空気１m
3
中に18ｇの水蒸気がふくまれている。こ

　　の空気の露点はおよそ何℃か。また，このとき湿度は何％か。

　　　　　　　　　　　　　露点（　　　　　　）湿度（　　　　　　）

　(4)　露点より気温が下がると，水蒸気の一部はどうなるか。（　　　　　　　　　　　　　　　）

　(5)　(3)の空気の気温を10℃に下げると，できる水滴の量は何ｇか。　　　　　　（　　　　　　）

　(6)　(5)のとき，この空気の湿度は何％か。　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

次の図は，飽和水蒸気量と気温との関係をグラフに示したものであ

　　　る。Ａ～Ｅは，それぞれ空気中の水蒸気量と気温を示している。

　(1)　空気Ｄの湿度はいくらか。　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(2)　Ａ～Ｅの中で湿度の同じものが一組ある。どれとどれか。　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）（　　　）

　(3)　Ｅの空気10m
3
を10℃まで冷やすと何ｇの水蒸気が水滴になるか。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　(3)のとき，Ｅの空気の湿度はいくらか。　　　　（　　　　　　）

　(5)　Ｃの空気は，何℃にまで冷やすと飽和になるか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(6)　(5)のときの温度を何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(7)　空気は，100m上昇すると１℃温度が下がるものとする。この場合，Ｃの空気は何m上昇する　

　　と飽和になるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）
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５月23日，24日の正午に，右図のように，くみ置き

　　　の水を入れた銅製コップに氷を入れた試験管をさしこ

　　　んで水温を徐々に下げていき，コップの表面がくもり

　　　はじめる温度を測定したところ，23日は，18℃，24日

　　　は25℃であった。

　　　　また，それぞれの日の正午の気温をはかると，どち

　　　らも28℃であった。

　　　　気温と飽和水蒸気量の関係を示した右の表を用い　

　　　て，以下の問いに答えよ。

　(1)　それぞれの日の正午の空気中の水蒸気量はいくらか。

　　　　　　　23日（　　　　　　）24日（　　　　　　）

　(2)　それぞれの日の正午の湿度はいくらか。　　　　23日（　　　　　　）24日（　　　　　　）

　(3)　23日の空気は１m
3
あたり，あと何ｇの水蒸気をふくむことができるか。　　（　　　　　　）

　(4)　24日の空気を20℃まで冷やすと，１m
3
あたり何ｇの水蒸気が水滴になるか。（　　　　　　）

室温30℃の実験室で，右の図のような

　　　装置を用意し，その中に水を入れ，細か

　　　くくだいた氷を少しずつ加えながらかき

　　　まわしていると，容器の表面がくもりは

　　　じめた。このとき水温は23℃であった。

　　　また，右のグラフは，飽和水蒸気量と気

　　　温との関係を示したものである。

　(1)　容器の表面にくもりが生じた。この液体

　　は何か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(2)　容器の表面がくもりはじめたときの温度を何というか。その名前を書け。　　（　　　　　　）

　(3)　この実験室の空気１m
3
には，約何ｇの水蒸気がふくまれていたか。　　　　　（　　　　　　）

　(4)　この実験室の湿度はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

図はある晴れた日の気温と湿度の変化をグラフに表したもの

　　　である。表は，気温と飽和水蒸気量との関係を示している。

　(1)　気温のグラフは，Ａ，Ｂのどちらか。　　　　　　（　　　）

　(2)　14時の空気１m
3
を８℃まで冷やすと，何ｇの水蒸気が水滴にな

　　るか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）
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空気中の水蒸気について，各問いに答えなさい。

　(1)　図１のようにして，金属のコップの表面の変化を調べた。

　　ａ　しばらくして，コップの表面がくもり始めた。このくもり

　　　は何か。また，このときの温度をコップのまわりの空気の何

　　　というか。　　　　（　　　　　　　）（　　　　　　　）

　(2)　図２のグラフから，

　　ａ　気温が30℃で，１m
3
中に17.3ｇの水蒸気をふくむ空気の湿度はいくらか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　　ｂ　ａの空気が冷やされ，何℃になると湿度が100％になるか。　　　　　　（　　　　　　　）

１m
3
で7.3ｇの水蒸気を含んでいる空気Ａと，１m

3
で10.7ｇの

　　　水蒸気を含んでいる空気Ｂがある。

　　　　右の表は，各温度での飽和水蒸気量を表している。

　(1)　Ａの空気の露点は何℃か。また，この温度でのこの空気の湿

　　度は何％か。　　　　（　　　　　　　　）（　　　　　　　）

　(2)　Ｂの空気５m
3
の温度を２℃まで下げると，何ｇの水滴が出て

　　くるか。　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　Ａの空気で，10℃のときの湿度と20℃のときの湿度を比べる

　　と，20℃のときの湿度の方が低いが，その理由は何か。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　ＡとＢの空気１m
3
ずつまぜあわせて空気Ｃをつくった。この

　　空気Ｃの30℃での湿度は何％か。答えは小数第１位まで求めよ。　　　　　　（　　　　　　　）

空気中に含まれている水蒸気量について，以下の問いに答えよ。

　(1)　28℃の空気１m
3
中に9.2ｇの水蒸気が含まれている。あと何ｇの水蒸気を含むことができるか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　30℃の空気８m
3
には何ｇの水蒸気を含むと，飽和状態になるか。　　　　　（　　　　　　）

　(3)　20℃で飽和状態の空気１m
3
を冷やし，12℃にしたときどうなるか。説明せよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　(3)で12℃まで冷やした空気の湿度は何％か。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(5)　18℃・１m
3
の空気中に12.4ｇの水蒸気が含まれたときの湿度を求めよ。　　（　　　　　　）

　(6)　25℃で湿度65％の空気１m
3
に含まれている水蒸気は何ｇか。　　　　　　　（　　　　　　）
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よくみがいた金属製のコップに，室温の水を入れ，氷水を少しずつ加えて，水温を下げていく

　　　と，20℃で，コップの表面が白く曇り始めた。この実験を行った時の気温は25℃であった。

　(1)　コップの表面がくもり始めた温度を何というか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　この時，この空気１m
3
中に含まれている水蒸気量はいくらか。　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　今，22℃の空気１m
3
中に9.4ｇの水蒸気が含まれているとき，同様の実験をすると，くもり始め

　　る温度は何℃か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　今気温15℃の空気を同様の実験を行ったところ，曇り始めた温度は５℃であった。この空気の　

　　湿度は何％か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(5)　(4)の空気を10℃まで下げたとき，15℃の時と比べて湿度はどうなるか。　（　　　　　　　）

露点を測定するために，次の実験をした。

　　【実験】　図のように，くみ置きの水を半分ほど入れた金属製のコップに

　　　氷水を少しずつ入れ，よくかきまぜながら水温を下げていき，コップの

　　　表面がくもりはじめたときの水温を測定した。この実験を連続してくり

　　　返し，その平均値を露点とした。表Ⅰは気温と露点を表し，表Ⅱは気温

　　　と飽和水蒸気量との関係を示し，表Ⅲは気温が18℃のときの湿度表である。

　(1)　表Ⅰから，湿度が最も低いのは何日目か。

　　また，最も高いのは何日目か。

　　　　　　　　低い（　　　　　　）　高い（　　　　　　　）

　(2)　表Ⅲのａにあてはまる数値を書け。（　　　）

　(3)　２日目，乾湿計を使うと，乾球が18℃，湿球が

　　16℃であった。

　　ａ　表Ⅲから，このときの湿度は何％か。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　　ｂ　表Ⅱからこのときの空気１m
3
中の水蒸気量は何ｇか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　　ｃ　このときの露点はいくらか。次のア～エから１つ選べ。　　　　　　　　　　　（　　　）

　　　ア　12℃～13℃の間　イ　13℃～14℃の間　ウ　14℃～15℃の間　エ　15℃～16℃の間

　　ｄ　気温が12℃まで下がったとき，５m
3
にできる水滴は何ｇか。　　　　　　　（　　　　　）
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金属の容器に，20℃の水が入れてある。これに，氷を入れたビニー

　　　ル袋を水中につるし，よくかきまぜると，容器の表面が白くくもり始

　　　めた。その時の気温は30℃，水温は10℃であった。後の問いに答えよ。

　(1)　容器の表面がくもり始めたとき，容器に接している空気の温度は何

　　℃か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(2)　容器の表面がくもり始めたときの温度を何と

　　いうか。　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(3)　この部屋の空気は，１m
3
あたり何ｇの水蒸気

　　を含んでいるか。　　　　　　（　　　　　）

　(4)　このときの湿度は何％か。小数第１位を四捨五入せよ。　　　　　　　　　　　（　　　　　）

　(5)　このあと５℃まで水温を下げた。この空気１m
3
あたり水滴は何ｇできるか。　　（　　　　　）

右の表は，気温と飽和水蒸気量の関係を示したものである。

　(1)　気温25℃のとき，１m
3
あたり15ｇの水蒸気を含む空気の湿度は何％

　　か。小数第２位を四捨五入して小数第１位で答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　気温30℃，湿度57％の空気１m
3
中には何ｇの水蒸気が含まれている

　　か。小数第２位を四捨五入して小数第１位で答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　(2)の空気を何℃以下に冷やしたら，水滴が生じるか。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　(3)の温度のことを何というか。　　　　　　　（　　　　　　　）

　(5)　(2)の空気の湿度が57％より低い状態にあった場合，水滴を生じ始める温度は(3)の温度と比べて

　　どうか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

次のグラフは，温度と飽和水蒸気量の関係を表している。問いに

　　　答えよ。

　(1)　22℃で飽和している空気を11℃に冷やすと，空気１m
3
あたり約何

　　ｇの水滴ができるか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　気温26℃で，１m
3
の空気に15ｇの水蒸気が含まれていた。湿度は

　　何％か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(3)　(2)の空気が気温35℃になると湿度は何％か。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　(2)の温度が下がって，水滴ができ始めるのは何℃か。　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(5)　(4)の温度をこの空気の何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）
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３.　雲のでき方と露点

右の図のような装置を組み立てて，ピストンを引いたり押したり

　　　する実験を行った。

　(1)　ピストンを引くと，フラスコ内の気圧はどうなるか。　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(2)　(1)のとき，フラスコ内の温度はどうなるか。（　　　　　　　）

　(3)　(2)の結果，フラスコ内ではどんなことがおこるか。　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

グラフは，夏の日中，地表付近の空気の一部が上昇していったと　

　　きの，温度と上昇した高さの関係を示したものである。

　(1)　雲ができ始めたときの，空気の温度と湿度はいくらか。

　　　　　　　　　　温度（　　　　　　　）　湿度（　　　　　　　）

　(2)　雲ができ始めるまでは，温度は，100m上昇するごとに何℃の割合で

　　下がったことになるか。　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　雲の中に氷の結晶ができ始めるのは，ア～エのうちのどの点か。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

次の図１は，上空に雲ができる

　　　様子と，雲をつくる実験を表し

　　　ている。その結果をまとめたの

　　　が，下の表である。また，図２

　　　は，上空の雲である。

　(1)　表のＡ～Ｄにあてはまる言葉を

　　次から選んで書け。

　　Ａ（　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　）

　　Ｃ（　　　　　　）　Ｄ（　　　　　　）

　　【あがる　さがる　膨張する　ちぢまる】

　(2)　フラスコの中が白くくもるのは，表のＥ，Ｆのどちらか。　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(3)　上空で雲ができる現象と同じものは，ピストンを引いたときか，押したときか。（　　　　　）

　(4)　上空で(2)のような現象がおき始めるのは，図２のア～ウのどこか。　　　　　　　　（　　　）

　(5)　図２のウでは，水滴は，何になっているか。　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(6)　次の文章の（　　　）にあてはまる言葉を書け。

　　　水蒸気を含んだ空気は，上昇すると，まわりの気圧が（ａ　　　　）なるので，空気の体積は　

　（ｂ　　　　　　　）。このため，空気の温度はだんだん（ｃ　　　　　），　（ｄ　　　　　　）
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　　に達したら，空気中の水蒸気は，水滴になり，雲ができる。

右の図は，雲のでき方を表している。(1)～(3)の問いに答えよ。

　(1)　次の文は，雲のでき方について説明した文である。（　　）に

　　あてはまるものを下のア～コの中から選び，記号で答えよ。ま　

　　た，ｆは正しい方を選べ。

　　　Ａの空気は（ａ　　　）によって上に上がっていき，

　（ｂ　　　）する。（ｂ）すると，空気の温度は（ｃ　　　）り，

　　やがて，（ｄ　　　）に達する。（ｄ）に達すると，○は●に変

　　わり，雲ができ始める。

　　　さらに上にあがると気温が（ｅ　　　）℃になり，このとき●

　　が＊になる。雲のでき始める高さは（ｄ）によって変化するが，

　　（ｄ）の高い空気ほどｆ（高い，低い）ところから雲をつくり始

　　める。

　　ア　上が　　　イ　下が　　　ウ　100　　　エ　０

　　オ　下降気流　　　カ　上昇気流　　　キ　沸点　　　ク　露点

　　ケ　収縮　　　コ　膨張

　(2)　○，●，＊はそれぞれ，水のどんな状態を表しているか。固体，液体，気体のいずれかで答え　

　　よ。　　　　　　　　　　　　　○（　　　　　　）　●（　　　　　　）　＊（　　　　　　）

　(3)　○や＊が雲の中でくっつきあって大きくなると，やがて地上に落ちてくる。

　　ａ　●のままで落ちてくるものを何というか。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　　ｂ　＊の結晶として落ちてくるものを何というか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　　ｃ　ａ，ｂをまとめて何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　

図は，上昇気流によって雲のできるようすを表してある。それぞれ，下の文にあてはまるもの

　　　を図中から選びなさい。

　(1)　冷たい空気の上をあたたかい空気が吹き上がるとき。　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(2)　台風や低気圧の中央に周囲から吹き込んできたとき。　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(3)　日射のため，地面の一部がとくにあたためられ，地面付近の空気が軽くなったとき（対流）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　あたたかい空気が冷たい空気におし上げられるとき。　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(5)　風が山の斜面に沿って吹き上がるとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）
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空気が冷えて雲が生じるときのようすを表した文章である。

　(1)　次の（ａ）～（ｆ）に適する語句を，下の［　　　］から選んで書け。

　　　　空気は暖められると上空に上がっていく。空気のかたまりは上昇すると，周囲の気圧が

　　（ａ　　　　）くなるので，大気が（ｂ　　　　）し，温度が（ｃ　　　　）。やがて，温度が　

　　（ｄ　　　　）より低くなると，その空気中にふくまれていた水蒸気の一部が　小さな水滴や氷の

　　結晶がくっついて，大きくなり（ｅ　　　　　　　）でささえきれなくなって，落ちてきたものが

　　雨である。地上に降る雨や雪をまとめて（ｆ　　　　　）と言う。

　　［露点　　気温　　膨張　　降水　　高　　低　　霧　　上がる　

　　　下がる　　上昇気流　　湿度　　飽和］

　(2)　右の図は，雲が生じたときの各部分の気温を示している。空気が

　　上昇して，雲を発生するまでは，100mごとに１℃ずつ気温が下が　

　　り，雲が発生してからは100mにつき0.5℃ずつ気温が下がるとする

　　と，Ｃ地点は地上から何mのところか。　　　（　　　　　　　）

下の図は雲のできるようすを表したものである。また，表は，各温度における飽和水蒸気量を

　　　示している。

　(1)　地表にある空気の体積は，上空にいくとどうな

　　るか。（　　　　　　　　　　）

　(2)　地表の空気の温度が25℃，１m
3
中に13.6ｇの水

　　蒸気が含まれていたとすると，雲ができはじめた

　　ときの温度は何℃くらいか。表を見て答えよ。

　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　(2)の空気中に雲ができはじめるまで，100m

　　上昇するごとに１℃ずつ温度が下がるとする

　　と，雲ができはじめる高さは地上から何mぐ　

　　らいの高さか。　　　（　　　　　　　　）

　(4)　雲ができてからは，100m上昇するごとに，

　　湿度が0.5℃ずつ下がるとすると，温度が０℃になるのは何mぐらいの高さか。　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　雲ができはじめてから０℃になるまでに，空気１m
3
中に何ｇぐらいの水滴ができたことになる

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

右図のように，海岸にあるＡ市（気温20℃，湿度70　

　　　％）から海抜2600mのＢ山を越えて，海抜200mのＣ市

　　　に風が吹いた。これについて気温と飽和水蒸気量の関係

　　　を示した表を用いて，以下の問いに答えよ。
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　　　その際，空気は一般に上昇すると膨張により温度が下がり，下降するとその逆になる。

　　　その割合は，100mにつき１℃であるが，空気中の水蒸気が水滴に変化している間は100mあた　

　　　り0.6℃であるとする。

　(1)　Ａ市での空気中の水蒸気量はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　(1)の空気はＢ山を越える際に，海抜何mから雲を発生し始めるか。　　　（　　　　　　　）

　(3)　Ｂ山の山頂での気温はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　Ｃ市での気温はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(5)　Ｃ市での水蒸気量はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(6)　Ｃ市での湿度はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(7)　次の文章の，（　　　）の中に正しい語を選び，記号で答えよ。

　　　このように，風が山を越える際に雲を発生すると，一般に山越え後の気温がａ（ア　上がり　

　　イ　下がり），湿度がｂ（ウ　上がる　エ　下がる）。

　(8)　(7)のような現象を何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

右図は，山のふもとにある空気が，山の斜面

　　　に沿って上昇し，雲ができるところの図であ　

　　　る。また，右のグラフは，その時の上昇した　

　　　空気の高さと温度の関係を表している。次の

　　　問いに答えよ。

　(1)　雲ができはじめる高さは何mからか。

　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

　(2)　この空気の露点はいくらか。（単位もつけること）　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(3)　この空気がＣまで行ったときの気温は何℃になるか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　(3)のとき，Ｃの空気はＡに比べて湿度はどうなるか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(5)　夏にＡが太平洋側，Ｃが日本海側となり，(3)・(4)の状態になる現象を何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）
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４.　気圧と風，等圧線に関する問題

気圧に関して以下の問いに答えよ。

　　　１気圧をkg重/cm
2
，hPa，mmHg，のそれぞれの単位で表せ。

　　　　　１気圧＝（　　　　　　）kg重/cm
2
＝（　　　　　　）hPa＝（　　　　　　）mmHg

次の図は，ある日の日本付近の天気図を示したものである。これに

　　　ついて，次の問いに答えよ。

　(1)　図に示された曲線を何というか。　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　図のＡのような場所を何というか。　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　Ｐ～Ｒの地点のうちで，もっとも風が弱いと考えられる地点はどこ

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　Ａの中心付近の大気のながれの様子を，図

　　２の１・２のア～エよりそれぞれ記号で１つ

　　ずつ選べ。　　　１（　　　）２（　　　）

　(5)　この天気図から，この日の日本の天気は全

　　体的に良いか悪いか。　　（　　　　　　）

図１は，高気圧や低気圧のまわりの等圧線と，風向を示し

　　　ている。図２は，高気圧，低気圧を横から見た図である。

　(1)　風は，気圧のどんな所からどんな所へ向かって吹くか。

　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　(2)　北半球での，高気圧と風向の関係，低気圧と風向の関係を表

　　しているものを，図１のア～エから１つずつ選べ。

　　　　　　　　　　　　　　高気圧（　　　）低気圧（　　　）

　(3)　低気圧の気流のようすを示した図は，図２のＡ，Ｂのどちらか。　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　図２のＡ，Ｂの気流のようすを，それぞれ何というか。Ａ（　　　　　　）Ｂ（　　　　　　）

　(5)　雲のできやすい気流のようすを示しているのは，図２のＡ，Ｂのどちらか。　　　　（　　　）

地球のまわりは，厚い大気で覆われている。

　(1)　大気は，上空ほど濃くなるか，うすくなるか。　　　　（　　　　　　　）

　(2)　右のＡ，Ｂ，Ｃ地点の中でもっとも気圧が大きい地点はどこか。（　　　）

　(3)　(2)の大きさは１cm
2
あたりおよそ何kg重か。　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　いっぱんに，高度が高くなるほど，気圧の値はどうなるか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）
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右の図は，大気とその圧力を説明する図である。図中のＡ～

　　　Ｃについて，また，気圧について，次の各問いに答えよ。

　(1)　大気は，おもにどういう物質（気体）からできているか。２

　　つ答えよ。　　　　　　　　　　　（　　　　）（　　　　）

　(2)　図中のＡとＢの位置では，どちらの空気が濃いか。また，そ

　　の理由を答えよ。（　　　）（　　　　　　　　　　　　　）

　(3)　水の場合，水底にかかる力を水圧というが，大気の場合は何

　　というか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

　(4)　１気圧は，地表面１cm
2
におよそどれくらいの強さの圧力をお

　　よぼすか。単位をつけて書け。　　　　　　（　　　　　　）

　(5)　気圧の大きさは，上空にいくほど大きくなるか，小さくなる

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(6)　１気圧は約何ヘクトパスカルか。　　　　（　　　　　　）

　(7)　ヘクトパスカルを表す記号は何か。　　　　　　（　　　）

右の図は等圧線を示したものである。図を見て，次の問いに答

　　　えなさい。

　(1)　bb'の等圧線は何hPaか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　ＡとＢの地点では，どちらのほうが風が強いか。　　（　　　）

　(3)　風は，どちらからどちらへ向かってふいているか。次のア，イか

　　ら１つ選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　1004hPaから1012hPaへ　　　イ　1012hPaから1004hPaへ

　(4)　Ａ地点は，高気圧，低気圧どちらにおおわれていると言えるか。　　　　　　（　　　　　　）

　(5)　等圧線によって表された気圧の分布のようすを何というか。　　　　　　　　（　　　　　　）

右の図は，夏のよく晴れた日の昼間の風景を示している。これを

　　　見て，次の問いに答えなさい。

　(1)　沖に停泊中の船の煙は，Ａ，Ｂのどちらの方へなびくか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(2)　このような方向にふく風を，何というか。　　　（　　　　　）

　(3)　この場合，海水と陸地の温度はどちらが高いか。　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　(1)は夜間ではどうなるか。　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

　(5)　(4)の風を何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）
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右のグラフは，地表付近の空気が上昇していくときの温度のまわりの

　　　大気の温度との関係を示したものである。これについて，次の問いに

　　　答えよ。

　(1)　地上付近の大気圧の大きさを１気圧というが，この大きさを水銀の柱

　　の高さで表すと何cmになるか。　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　上昇する空気は，何mの高さで露点に達するか。　（　　　　　　）

　(3)　(2)のときの露点はいくらか。　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　上昇する空気の温度変化がアイ間のままならば，約何mで上昇が止ま　

　　るか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

図は，ある地域の気圧配置を等圧線で示したものである。

　(1)　Ａ，Ｂ，Ｃのうち，最も強い風が吹いていると考えられる地点の記号と

　　その理由を書け。（　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(2)　Ａ地点の気圧はいくらか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(3)　Ａ点での風向は，東，西，南，北のどれか。　　　　　　　（　　　）

右の図は，ある日の気圧配置と各地の天気などを示したもので

　　　ある。次の問いに答えよ。

　(1)　風力が最も強い地点は，Ａ～Ｄのうちどこか。　　（　　　）

　(2)　Ａ地点（×）における気圧は，何hPaか。　　（　　　　　　）

　(3)　風が等圧線に対して直角に吹かないのはなぜか。

　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　また，Ａ地点における風向は何か。　　　　（　　　　　　）

　(5)　下降気流のあるのは，Ｐ地点，Ｄ地点のいずれか。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(6)　Ｐ地点の天気は，次のア～エのどれと考えられるか。　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

等圧線について，次の問いに答えよ。

　(1)　気圧の単位は，1992年，12月にmbからhPaに変わった。hPaは（ア　　　　　　　　　　）と読

　　み，１気圧は（イ　　　　　　）hPaである。等圧線は，1000hPaを基準に（ウ　　　）hPa間隔に

　　引き，（エ　　　）hPaごとに太い線で表す。

　(2)　右図の等圧線について，ａ～ｄの問いに答えよ。

　　ａ　Ａ，Ｂのうち，高気圧の中心はどちらか。　　　（　　　）

　　ｂ　Ａの中心では，どんな風が吹いているか。（　　　　　　）

　　ｃ　右図の矢印の風は，Ａ，Ｂどちらが強く吹いているか。　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ｄ　風が等圧線に直角な方向には吹かず，右図の矢印で示されるように，少しずつずれているの　

　　　は，地球のどんな運動が原因か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）
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右図は，高気圧・低気圧の付近での大気の動きを断面で示し

　　　たものである。

　(1)　地表付近では，ＡとＢのどちらからどちらへ向かって，風が吹

　　いているか。　　　　　　　　　　　　　　（　　　→　　　）

　(2)　Ｂのように，上向きに動く大気の流れを何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　雲が発生しやすいのは，ＡとＢのどちらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　低気圧を表しているのは，ＡとＢのどちらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(5)　海岸地方で，夏，昼間と夜間の風の吹き方が逆になる現象が見られる。昼間の陸地にあたるの　

　　は，ＡとＢのどちらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(6)　(5)のような現象が見られる理由を，次のア～ウから選び，記号で答えよ。　　　　（　　　）

　　ア　海に比べて，陸地は高い所にあるから。

　　イ　海に比べて，陸地はあたたまりやすく冷めやすいから

　　ウ　海に比べて，陸地はあたたまりにくく冷めにくいから

右の天気図を見て，次の問いに答えなさい。

　(1)　Ａ点の天気は，◎の記号で示されている。この記号で示

　　される天気は何か。　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(2)　日本海にある高気圧の中心に1021とかいてあるが，こ

　　の数字の単位を書け。　　　　　　　　　　（　　　　）

　(3)　図中のＢで示されている等圧線の気圧はいくらか。単位

　　は書かなくてよい。　　　　　　　　　（　　　　　　）

　(4)　朝鮮半島西岸にあるような高気圧周辺の風向を正しく示

　　しているものを次のア～エから１つ選べ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

次の図１を見て，問いに答えよ。

　(1)　図１の天気図のとき，本州付近の大気の動きを次のａ，ｂ

　　のア～エから１つずつ選べ。　ａ（　　　）　ｂ（　　　）
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ａ　垂直方向

ｂ　水平方向

　（地表付近）
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右の図１は，北半球における気圧のようすを示し

　　　たものである。これについて，次の問いに答えよ。

　(1)　図１に示された曲線を何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　オの曲線の大きさはいくらか。単位もつけて答え

　　よ。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　Ａ・Ｂは，それぞれ何と呼ばれているか。

　　Ａ（　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　）

　(4)　ア～エで最も風の強いところはどこか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(5)　Ａ・Ｂの風の吹き方を，図２・図３より１つずつ選べ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ　図２（　　　）図３（　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ　図２（　　　）図３（　　　）

図１は，日本のある場所での気圧配置である。図２は，空

　　　気の流れを表している。次の問いに答えよ。

　(1)　図１に表されている，1020，1012の単位はhPaである。読

　　み方を書け。　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(2)　図１にあるように，同じ気圧を結んだ線を何というか。　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　Ｃの気圧はいくらか。　　　　（　　　　　　）

　(4)　図１のＡ，Ｂをそれぞれ何というか。

　　Ａ（　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　）

　(5)　図１のＡ，Ｂ付近の空気の流れを，図２から１つ

　　ずつ選べ。

　　Ａ　垂直（　　　）水平（　　　）　　　　　　　　　Ｂ　垂直（　　　）水平（　　　）

　(6)　ＣとＤで，風力が大きいのはどちらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(7)　図２のように，地表付近の風は，等圧線に対して直角に吹かない。この理由を書け。

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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右の図は，天気図の一部分を示したものである。これについ　

　　　て，次の問いに答えなさい。

　(1)　図に示された曲線を何というか。　　　　（　　　　　　　）

　(2)　天気図の中で，曲線がまるく閉じていて，中心にいくほど気圧

　　が低くなるところを何というか。またそれは，Ａ，Ｂのどちら　

　　か。　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）（　　　）

　(3)　(2)とは逆で，中心にいくほど気圧が高くなるところを何という

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　Ｃ地点の気圧はいくらか。単位もつけて答えよ。　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(5)　(1)の曲線によって表された，気圧の分布のようすを何というか。　　　　　（　　　　　　　）

　(6)　ア～ウの地点のうちで，最も風が弱いと考えられる地点はどこか。　　　　　　　　（　　　）

５.　温帯低気圧と前線

（　　　）にあてはまる適当な語句を書きなさい。

　(1)　冷たい空気とあたたかい空気は，ふれあってもすぐにまじりあわないで境目ができる。このさか

　　いめが地表に接するところを（　　　　　　）という。

　(2)　寒気が暖気の下にもぐりこみ，暖気を強く押し上げながら移動する前線を（　　　　　　　　）

　　という。

　(3)　(2)の前線付近では，暖気が押し上げられて急上昇するため，垂直に発達する積雲や（　　　　）

　　という雲ができる。

　(4)　暖気が寒気の上へゆっくり上がっていき，寒気をおしながら移動する前線を（　　　　　　　）

　　という。

右の図は，ある前線の断面を示したものである。図

　　　をもとにして，次の問いに答えよ。

　(1)　図のＡ，Ｂは，どのような性質をもった空気か。そ

　　れぞれ簡単に答えよ。

　　　　　Ａ（　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　）

　(2)　この前線は，どのような記号で表すか。前線の記号を書け。　　　　　（　　　　　　　　　）

　(3)　雲Ｃは，低い空にでき，雨を降らせることの多い雲である。この雲を何というか。その名称を書

　　け。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　この前線の影響で降る雨の特徴を，簡単に書け。　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(5)　この前線が通過すると，気温はどのように変化するか。

　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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右の図は，前線のしくみを示したものである。次の問いに答えよ。

　(1)　性質の違う気団が接したときにできるＡやＢの部分（線のように　

　　なっている）を何というか。　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(2)　図１，２のＡやＢの部分を表す記号を，それぞれ書け。

　　　　　　　　　　Ａ（　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　）

　(3)　次の文の（　　　）にあてはまる語句を書け。

　　　図１では（　　　　　　）い空気が（　　　　　　）い空気を押し

　　上げるようにして進み，（　　　　　）気流が生じて積乱雲が発達す

　　る。 Ａが通過後は気温が急に（　　）がり，突風が吹くことが多い。

　　　図２では（　　　　　　）い空気が（　　　　　　）い空気の上を押し上げるようにして進む。

　　Ｂの通過後は気温が（　　　）がることが多い。

右の図１，２は，日本でよく見られる２種類の前線を模式的に表し

　　　たものである。次の問いに答えよ。

　(1)　図１は何という前線を表しているか。　　　　（　　　　　　　）

　(2)　図１，２のＡ～Ｄのうち，暖かい空気の動きを示しているものを２

　　つ選び，記号で答えよ。　　　　　　　　　　　（　　　）（　　　）

　(3)　図１，２で発生している雲Ｐ，Ｑの種類として適当な組み合わせを

　　表しているのは，次のア～エのどれか。　　　　　　　　（　　　）

　　ア　Ｐ乱層雲　Ｑ高層雲　　　　　イ　Ｐ巻雲　　Ｑ乱層雲

　　ウ　Ｐ乱層雲　Ｑ積乱雲　　　　　エ　Ｐ積乱雲　Ｑ乱層雲

　(4)　右の天気図はある日の15時の日本付近の天

　　気図である。また

　　グラフは同じの気

　　象観測の記録であ

　　る。この観測をし

　　たのは右図ａ～ｃ

　　のどこと考えられ

　　るか。（　　　）

　(5)　(4)のグラフを

　　見て，この地点の14時の天気を答えよ。（記号でなく名称で）　　　　　　　　（　　　　　　）
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図は，矢印の向きに移動中の低気圧　

　　　と，それにともなう前線を示している。

　(1)　ａの前線の名前とこの前線の上空にで

　　きやすい雲を答えよ。

　　（　　　　　　　　）（　　　　　　）

　(2)　Ｘ……Ｙで地面に垂直に切った断面の

　　模式図として最も適当なものを，ア～エ

　　から選べ。　　　　　　　　（　　　）

右の図は，ある日の天気図の一部である。次の問いに答えなさい。

　(1)　前線Ａ，Ｂをそれぞれ何というか。

　　　　　　　　　Ａ（　　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　　）

　(2)　図のａ～ｄのうち，最も気温が高いのはどこか。また，最も気圧が高

　　いのはどこか。　　　　　　　　　　気温（　　　）　気圧（　　　）

　(3)　図のａ～ｄのうち，おだやかな雨が降っていると考えられるのはどこ

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　この後，激しいにわか雨が降り，気温が下がるのは，ａ～ｄのどこか。　　　　　　（　　　）

　(5)　(4)のにわか雨を降らせる雲は，次のア～エのどれか。記号で答えなさい。　　　　　（　　　）

　　ア　巻雲　　　　イ　積乱雲　　　　ウ　乱層雲　　　　エ　高層雲

　(6)　図のＸ─Ｙの断面を南側から見た図は次のア～ウのどれか。　　　　　　　　　　　（　　　）

　(7)　天気図のＰ点の風向を答えなさい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　）

右の図１のＡ，Ｂ

　　　は前線のようすを，

　　　図２は天気図の一部

　　　分を示したものであ

　　る。問いに答えよ。

　(1)　図１のＡ，Ｂの前

　　線の名称を答えよ。　　　　　　　　　　　　Ａ（　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　）

　(2)　図１のＡ，Ｂのア，イのうち，寒気はそれぞれどちらか。　　　　Ａ（　　　）　Ｂ（　　　）

　(3)　図２で，低気圧の中心からＥにのびている前線は，図１のＡ，Ｂのどちらか。　　　（　　　）

　(4)　図２のＡ～Ｄの地点のうち，南東の風が吹いていると考えられる地点はどこか。　　（　　　）

　(5)　図２のＡ～Ｄの地点のうち，まもなくにわか雨が降り，気温が急激に下がると予想される地点は

　　どこか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）
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右図は，ある日の日本付近の天気図を示したものと，その一部を

　　　Ｃ─Ｄの位置で切った断面図を示したものである。問いに答えよ。

　(1)　Ｌを中心としたこの図は，何を示しているか。　（　　　　　　　）

　(2)　Ｌ─Ｂの前線を何というか。　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(3)　Ｌ─Ａの前線を何というか。　　　　　　　　　（　　　　　　　）

　(4)　Ｘ地点は，現在，暖気団中にあるのか，または，

　　　寒気団中にあるのか，どちらか。

　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　Ｘ地点の今後の天気の変化を示したものはどれ　

　　か。正しいものを記号で選びなさい。　（　　　）

　　ア　しだいにくもり，おだやかに雨が降り始め，前線通過後，すずしくなる。

　　イ　しだいにくもり，おだやかに雨が降り始め，前線通過後，あたたかくなる。

　　ウ　急に雨が降り，前線通過後，すずしくなる。

　　エ　急に雨が降り，前線通過後，あたたかくなる。

　(6)　Ｃ─Ｄの切断面の説明図として正しいのは，上の図のア～エのどれか。　　　　　（　　　）

下の図１は，ある地点を前線が通過した日の気象観測の結果を示している。図２は，その日の

　　　12時の日本付近の天気図である。次の問いに答えよ。

　(1)　この日，この地点を通過した前線は何か。その名称を書きなさい。　　（　　　　　　　　）

　(2)　(1)の前線が通過したのは何時ごろか。次から選んで，記号を書きなさい。　　　　（　　　）

　　ア　10時～12時　　　イ　13時～15時　　　ウ　16時～18時　　　エ　19時～21時

　(3)　この観測点は，図２のＡ～Ｄのどの地点と考えられるか。　　　　　　　　　　　（　　　）

　(4)　低気圧の中心が，この地点にもっとも近いところを通ったのは，何時ごろと考えられるか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　(1)の前線の通過後，天気はどうなったか。次から選んで記号で答えよ。　　　　　（　　　）

　　ア　くもり空がいつまでも続き，むし暑くなった。

　　イ　おだやかな雨がふり続いたのち，青空が見えてあたたかくなった。

　　ウ　はげしいにわか雨がふったのち，晴れてさわやかになった。
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次の文を読み，あとの問いに答えなさい。

　　　　右の図１は，低気圧を表し，ＯＡ，ＯＢ，

　　　ＯＣは前線を示している。（ただし，これ

　　　らはどれも停滞前線ではない）図２，図３

　　　は，前線が通過したときの時間の経過と降

　　　水量との関係を，また，図４，図５は，前

　　　線の垂直断面の模式図である。

　(1)　図１のＯＢは何という前線か。その名前を

　　書け。　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(2)　図１のＯＣの前線の記号を図示せよ。

　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(3)　図１のような低気圧は，ふつう日本付近で

　　は，どの方向に移動するか。次のア～エから

　　１つ選んで，その記号を書け。　（　　　）

　　ア　北→南　　　　イ　南→北　　　　ウ　東→西　　　　エ　西→東

　(4)　上の図２～５を組み合わせた次のア～エのうちで，温暖前線にもっとも関係の深いものはどれ　

　　か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　図２と図４　　　イ　図２と図５　　　ウ　図３と図４　　　エ　図３と図５

　(5)　図４のような空気のぶつかり合いによって生じる雲はおもにどんな種類の雲か。また，どんな雨

　　が降るか。　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

図１は，低気圧付近の２つの前線を，図

　　　２はその前線の垂直断面図を表している。

　　　後の問いに答えなさい。

　(1)　前線Ａ，Ｂの名前をそれぞれ書け。

　　Ａ（　　　　　　　）Ｂ（　　　　　　　）

　(2)　前線Ａ付近に見られる，雨を降らす雲の名前を書け。（　　　　　）

　(3)　前線の進む速さは，Ａ，Ｂのどちらが速いか。　　　　　（　　　）

　(4)　この低気圧の進む方向を，東，西，北，南で答えよ。　　（　　　）

　(5)　図１のイでの風向を，８方位で答えよ。　　　　　　（　　　　　）

　(6)　図１のア～エのうち，気圧が最も高いのはどこか。　　　（　　　）

　(7)　図１のア～エのうち，現在雨が降っているところはどこか。１つ選べ。　　　　　　（　　　）

　(8)　図１のア～エのうち，このあと，風向が南東から南西に変わるのはどこか。１つ選べ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(9)　図１のア～エのうち，現在晴れているが，しばらくすると激しい雨が降るところはどこか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）
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図１は，４月８日３時の天気図である。図２は，図１のＡ地点で低気圧にともなう前線が通過

　　　していったときの，気

　　　象観測の結果を示した

　　　ものである。これらの

　　　図を見て，次の問いに

　　　答えなさい。答えは，

　　　それぞれア～エの中か

　　　ら１つ選びなさい。

　(1)　図１の低気圧の中心気

　　圧はいくらか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　992hPa　　　　イ　996hPa　　　　ウ　1000hPa　　　　エ　1004hPa

　(2)　Ａ地点の８日21時は，どんな天気か。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　晴れ　　　　イ　くもり　　　　ウ　雨　　　　エ　雪

　(3)　Ａ地点の８日９時の風向はどれか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　北　　　　イ　東　　　　ウ　南　　　　エ　西

　(4)　Ａ地点で寒冷前線が通過したのはいつごろか。　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　７日21時～24時　　イ　８日３時～６時　　ウ　８日６時～９時　　エ　８日15時～18時

　(5)　図１で寒冷前線を表す記号はどれか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　ａ　　　　イ　ｂ　　　　ウ　ｃ　　　　エ　ｄ

４月のある日，大阪では，低気圧にともなう前線が通

　　　過し，天気のようすが変化した。図を参考にして，次

　　　の問いに答えよ。

　(1)　21時の風向，風力，天気を答えよ。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(2)　12時から15時の間に通過したと考えられる前線の名前

　　を答えよ。また，その時の前線の通過と関係の深いもの

　　を下から３つ選べ。　　　前線名（　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）（　　　）（　　　）

　　ア　強いにわか雨が降る　　　　イ　長時間おだやかな雨が降る　　　　ウ　乱層雲が発達する　

　　エ　積乱雲が発達する　　　　　オ　雷が発生する

　(3)　低気圧の動きについて次の文の（　　　）の中から適当なものを選び記号に○をつけよ。

　　　この時，低気圧の中心は，大阪の（ア，北側　イ　南側）を（ウ，西から東へ　エ，東から西　

　　へ）移動したと考えられる。

　(4)　グラフから，気温が最も高かったと考えられる時刻を答えよ。　　　　（　　　　　　　　）
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右図は，ある地点での天気の変化のようすを表している。

　(1)　この日，前線が通過した。通過した時刻は次のア～ウの

　　どの時間帯と考えられるか。　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　８時～10時　　イ　10時～12時　　ウ　12時～14時

　(2)　通過した前線の種類は何か。　（　　　　　　　　　）

　(3)　(1)，(2)を答えた理由を２つ述べよ。

　　（　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　）

　(4)　この前線を伴う低気圧の中心は，この地点の北と南のど

　　ちら側を通過したか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

右のグラフは，下の図のような前線をともなった低

　　　気圧が通過したときの，気温，気圧，湿度の変化を測

　　　定したものである。次の問いに答えよ。

　(1)　グラフのＡ，Ｂ，Ｃは，気温，気圧，湿度のいずれを

　　示しているか。それぞれ答えよ。

　　　Ａ（　　　　　）Ｂ（　　　　　）Ｃ（　　　　　）

　(2)　前線が通過したのは何時から何時の間と考えられる　

　　か。また，通過した前線は，ＯＤ，ＯＥのうちどちら　

　　か。　　　（　　　　　　　　　　　　　　）（　　　　）

　(3)　前線ＯＥの名前を答えよ。　　　　（　　　　　　　　）

　(4)　前線ＯＤ，ＯＥ付近にできるおもな雲はそれぞれ何という

　　雲か。　　　ＯＤ（　　　　　　）　ＯＥ（　　　　　　）

　(5)　前線ＯＤ付近に降る雨はどんな雨か。強さ，降る時間の長

　　さの特徴を答えよ。（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(6)　前線付近の暖気と寒気の分布はどうなっているか。下のア～エから選べ。　　　　　（　　　）

　(7)　ア，イ，ウそれぞれの地点での風向として正しいものはどれか。次のａ～ｃから選べ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ａ　ア　南西　　　　　イ　南　　　　　ウ　西

　　ｂ　ア　北西　　　　　イ　南西　　　　ウ　南東

　　ｃ　ア　南東　　　　　イ　南西　　　　ウ　北西
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６.　気団

右の図は，日本付近の天候に影響を与える気団を示したもので

　　　ある。次の問いに答えなさい。

　(1)　Ａの気団が発達する季節はいつか。　　　　　　　　（　　　）

　(2)　(1)のとき，日本の太平洋側の地域は，どのような天候の日が多く

　　なるか。　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　(3)　春や秋に，日本付近を次々に通過していく移動性高気圧は，Ａ～

　　Ｄのどの気団からはなれてやってくるのか。　　　　　（　　　）

　(4)　Ｄの気団の特徴を，次から選んで，記号を書きなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　高温で乾燥している。　　　　イ　高温でしめりけが多い。

　　ウ　低温で乾燥している。　　　　エ　低温でしめりけが多い。

　(5)　６月ごろ，日本付近に梅雨前線とよばれる前線ができ，長くその場所にとどまる。この前線は，

　　Ａ～Ｄのうちのどの２つがふれあうためにできるのか。　　　　　　　　　（　　　）（　　　）

　(6)　(5)のような前線を何というか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

右の図は，日本付近の天気に影響を及ぼす気団について示したもの

　　　である。次の問いに答えよ。

　(1)　Ａ～Ｄの気団名をそれぞれ書け。

　　Ａ（　　　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　　　）

　　Ｃ（　　　　　　　　　　）　Ｄ（　　　　　　　　　　）

　(2)　Ａ～Ｄの気団の特徴を説明している文を次の中から選びなさい。

　　　　　　　　　Ａ（　　　）Ｂ（　　　）Ｃ（　　　）Ｄ（　　　）

　　ア　冷たく乾燥していて，主に冬にやってくる。　イ　暖かく乾燥していて，主に春と秋にやってくる。

　　ウ　暖かく湿っていて，主に夏にやってくる。　　エ　冷たくて湿っていて，梅雨と主に初秋にやってくる。

次の図は，日本の四季の天気に大きな影響を及ぼしている気団

　　　を表している。

　(1)　Ａの気団の名称を次のア～エから選び，記号で答えよ。

　　ア　小笠原気団　　　　　イ　シベリア気団　　　　　（　　　）

　　ウ　揚子江気団　　　　　エ　オホーツク海気団

　(2)　Ａ，Ｄの気団が日本の天気に大きな影響を与える時期は，それぞ

　　れいつか。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ（　　　　）　Ｄ（　　　　）

　(3)　春と秋に発達して，日本の天気に影響を与える気団はＡ～Ｄのうちどれか。　　　　（　　　）

　(4)　ＡとＣの気団の持つ共通の性質は何か。　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　(5)　梅雨のとき影響を与える，冷たく，湿った気団はＡ～Ｄのうちどれか。　　　　　　（　　　）

　(6)　ちぎれた一部が日本付近を通過する移動性高気圧となる気団はＡ～Ｄのうちどれか。（　　　）
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右の図を見て，あとの問いに答えよ。

　(1)　Ａ～Ｄの気団の名前を書け。

　　Ａ（　　　　　　　　　）　Ｂ（　　　　　　　　　）

　　Ｃ（　　　　　　　　　）　Ｄ（　　　　　　　　　）

　(2)　Ａ，Ｃの気団が日本に影響を与える季節を書け。（春夏秋冬で）

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ（　　　）　Ｃ（　　　）

　(3)　Ｂ，Ｄの気団の特徴を次から記号で選べ。

　　ａ　あたたかくて，かわいている　Ｂ（　　　）Ｄ（　　　）

　　ｂ　あたたかくて，しめっている

　　ｃ　つめたくて，かわいている

　　ｄ　つめたくて，しめっている

　(4)　梅雨のときに，日本付近に接近する気団を２つ，記号で選べ。　　　　（　　　）（　　　）

　(5)　気団Ｄが，ちぎれて日本付近にやってきたものを何というか。　　　（　　　　　　　　　）

７.　四季の天気の変化

右のＡ～Ｃの天気図は，日本のいろいろな季節

　　　の代表的な天気図である。次の問いに答えよ。

　(1)　Ａの季節で影響をおよぼすのは何気団か。

　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

　(2)　Ａの季節は何か。　　　　　　　　　（　　　）

　(3)　Ｂの天気図に見られるＸは，何という高気圧か。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）

　(4)　Ｂの季節の天気の特徴を書いているのは，次のア～エのどれか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　むし暑い晴れの日がつづく。　イ　乾燥した晴れの日がつづく。

　　ウ　雨の日がつづく。　　　　　　エ　周期的に天気が変わる。

　(5)　Ｃに見られる　　　　　の前線の名を答えよ。（　　　　　　）

　(6)　(5)をつくり出す２つの気団のうち，Ｙの気団の名を答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）

　(7)　Ｃに見られるＹの気団の特徴として正しいものは，次のア～エのどれか。　　　　（　　　）

　　ア　冷たく湿っている。　　　　　　　イ　冷たく乾燥している。

　　ウ　暖かく乾燥している。　　　　　　エ　暖かく湿っている。

　(8)　冬の日本の天気は，日本海側はくもりや雪の日が多く，太平洋側は晴れて乾燥した日が多い。

　　このことを，冬に日本列島には大陸から低温で乾燥した空気がふきつけること，そして地理的，地

　　形的なことを考えて図と文を用いて説明せよ。

　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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次の天気図は，日本の季節の代表的なものを示している。これについて，後の問いに答えな　

　　　さい。

(1)　Ａの天気図は，いつの季節に

　よく見られるか。（　　　　）

(2)　Ｂの天気図に見られる高気圧

　は，大陸の気団から分かれてき　

　たもので，周期的に天気をよく　

　する。

　ａ　この高気圧を何というか。

　　（　　　　　　　　　　　）

　ｂ　このときの大陸の気団を何　

　というか。

　　（　　　　　　　　　　　）

　(3)　Ｄの天気図に見られる前線は６月末頃，日本列島付近に長い間とどまり，くずついた天気をも

　　たらす。この前線の名前を答えなさい。　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

　(4)　Ｄの前線に影響をおよぼす気団を２つ答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）　（　　　　　　　　　　　）

　(5)　Ａ・Ｃの天気図に見られる高気圧は，それぞれ何という気団か。

　　　　　　　　　　　　　　　Ａ（　　　　　　　　　　　　）　Ｃ（　　　　　　　　　　　）

　(6)　Ａの天気図の季節には，日本海側ではどんな天気が多くなるか。天気記号で答えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　）

　(7)　次のページのア～エの天気図を，日付の早いものから順に並べ変えなさい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　→　　　→　　　→　　　　）
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以下の天気図をよく見て，次ページの問いに答えよ。
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　(1)　図２，図４の天気図の季節を答えよ。　　　　　　　　図２（　　　　）　図４（　　　　）

　(2)　(1)のように判断した理由となる気圧配置を，次のア～エから，図２，図４のそれぞれについ　

　　て選び，記号で答えよ。　　　　　　　　　　　　　　　　　図２（　　　）　図４（　　　）

　　ア　南高北低　　　イ　東高西低　　　ウ　北高南低　　　エ　西高東低

　(3)　図２，図４の天気に大きく影響を与えている気団名をそれぞれ答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　図２（　　　　　　　　　　）　図４（　　　　　　　　　　）

　(4)　図３は春の天気図である。これについての説明文について答えよ。

　　　春の天気は，ア（　　　　　　　　　）気団の影響を強く受けており，アの気団の一部が　　

　　（イ　　　　　　　）高気圧となり，（ウ　　　　　　　）とともに日本付近を通過するため　

　　に，天気は（エ　　　　　　）的に変化する。

　(5)　図５は，６月の天気図である。日本列島の南方で，東西に伸びている前線を何というか。６　

　　月であることを考えて答えること。　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　）

　(6)　(5)の前線を停滞させている気団名を２つ答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　）（　　　　　　　　　　　　）

次の図は，24時間おきの連続した天気図である。下の問いに答えよ。

　(1)　Ａを第１日目として，Ａ～Ｄの天気図を早いものから順に並べよ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　→　　　→　　　→　　　　）

　(2)　低気圧は，次のどの方角に移動したか。記号で答えよ。　　　　　　　　　　　（　　　）

　　ア　西南西　　　イ　西北西　　　ウ　東南東　　　エ　東北東

　(3)　低気圧の中心気圧から考えて，天気図中の低気圧は，発達してきているといえるか。それと　

　　も，おとろえてきているといえるか。　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　(4)　Ｂの天気図の東経115゜くらいから130゜にかけて通っている前線を何というか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　）
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次の図Ⅰ，Ⅱを見て，次の各問いに答えなさい。

　(1)　図Ⅰは，日本の四季で，どの季節の天気図であるか。　　　　　　　　　　　（　　　　）

　(2)　図Ⅰのような気圧配置を何というか。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(3)　図Ⅱは，日本の四季で，どの季節の天気図であるか。　　　　　　　　　　　（　　　　）

　(4)　図Ⅱのような気圧配置を何というか。　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　）

　(5)　日本の冬の天気は，大陸の高気圧によって支配されることが多い。この高気圧は低温で乾燥　　

　　しているが，日本列島を通過する前後で，天候が大きく違う。日本海側と太平洋側の一般的な　　

　　天気を答えよ。

　　　　　　　　　　　　　　日本海側　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　太平洋側　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
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図のＡ～Ｄは，日本の春の日の４日間の同じ時刻の天気を示している。次の問いに答えよ。

　(1)　日本の天気はどちらからどちらの方向へ移動することが多いか。（　　　　　　　　　　　）

　(2)　図のＡ～Ｄを正しい順に並べるとどのようになるか。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　→　　　→　　　→　　　　）

　(3)　図中の低気圧は，１日約何kmの速さで進んでいるか。　　　　（　　　　　　　　　　　　）
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