
【FdData中間期末：中学理科2年天気】 
 [台風] 

◆パソコン・タブレット版へ移動 
 
 
[熱帯低気圧→台風] 
[問題](1学期中間) 
 熱帯の海上で発生した熱帯低気圧が，

最大風速17m／s以上に発達したものを

何というか。 
 
[解答]台風 
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[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
夏から秋にかけて日本列島にやってくる

台風
たいふう

は，熱帯
ねったい

低気圧
ていきあつ

が熱帯の海上で発達

し，中心付近の最大風速が 17m／s以上

になったものである。台風を発達させて

いるのは，あたたかい海からの熱と水蒸



気である。台風の中心付近には，大量の

水蒸気があり，強い上昇気流によって

積乱雲
せきらんうん

が発達し，大量の雨と強い風をと

もなう。 
台風は，等圧線

とうあつせん

の間隔
かんかく

がせまく，同心円

状で前線をともなわない。台風の中心に

は下降
か こ う

気流
きりゅう

を生じて，ほとんど雲が分布

しない部分(台風の目)がある。 
※出題頻度：「熱帯低気圧〇」「台風〇」

「同心円状△」「前線をともなわない△」 
 



[問題](2学期中間) 
次の図は，ある日の天気図である。各

問いに答えよ。 
 

 

 

 

 

 

 

(1) 等圧線が密で，ほぼ同心円状となっ

ているAを何というか。 
(2) (1)は何という低気圧が発達してでき

たものか。 
(3) (1)はおもにどこで発生するか，次の

[  ]より1つ選べ。 
[ 熱帯の陸上 熱帯の海上 
 温帯の海上 ] 



[解答](1) 台風 (2) 熱帯低気圧 
(3) 熱帯の海上 
 
[問題](前期中間) 
次の文の下線部について，後の各問い

に答えよ。 
秋になると，熱帯地方の太平洋上で発

生・発達した低気圧が，日本列島に上陸

したり，通過したりすることがある。 
(1) 下線部の低気圧のうち，最大風速が

17.2m／s をこえるものを何という

か。 
(2) (1)の説明として正しいものを，次の

ア～エから1つ選べ。 
ア 前線をともなっている。 
イ 激しい上昇気流によって垂直方

向に発達した乱層雲が分布する。 



ウ 天気図では，間隔がせまくて密

になったほぼ同心円状の等圧線

で表される。 
エ 中心の「目」の部分には下降気

流が生じるため，上空は厚い雲

でおおわれている。 
[解答](1) 台風 (2) ウ 
[解説] 
(2) 台風は前線をともなわないので，ア

は誤り。イの文の中の「乱層雲」が誤り。

激しい上昇気流によって垂直方向に発達

する雲は積乱雲。 
ウは正しい。台風の等圧線は間隔がせま

くて同心円状になっている。 
エの文の中の「厚い雲でおおわれている」

が誤り。台風の中心の目では，下降気流

があるので，雲は消えて晴れ間が見える。 



[問題](前期中間) 
台風の特徴としてあてはまるものを次

のア～カから2 つ選び，記号で答えよ。 
ア 最大風速が17.2m／秒をこえない。 
イ 中心にある目と呼ばれる領域では，

下降気流が生じ，雲がほとんど分布

しない部分がある。 
ウ 熱帯地方の低気圧が発達してできた

ものである。 
エ 熱帯地方の高気圧が発達してできた

ものである。 
オ 前線をともなうものもある。 
[解答]イ，ウ 
[解説] 
台風は熱帯低気圧が熱帯の海上で発達し，

中心付近の最大風速が17m／s以上にな

ったものであるので，アとエは誤り。台

風は前線をともなわないのでオは誤り。 



[問題](1学期中間) 
 次の文章中の①～④に適語を入れよ。 
夏の終わりから秋にかけては，

( ① )低気圧が発達した台風が日本に

接近，上陸する。台風の中心付近には，

あたたかくしめった空気があり，強い

( ② )気流を生じるため，台風は大量

の雨と強い風をともなう。また，等圧線

の間隔が狭く，( ③ )状で( ④ )をと

もなわない。 
 
[解答]① 熱帯 ② 上昇 ③ 同心円 

④ 前線 
 



[問題](前期中間) 
次の各問いに答えよ。 

(1) 右図の A
は何か。 

(2) (1)は，温帯

低気圧と

異なり，何

がないか。 
(3) (1)の等圧線はどのような形になって

いるか。 
(4) (1)の中ではある種類の雲が発生して

いる。何という種類の雲か。 
(5) (1)の中心には(  )を生じて，ほと

んど雲が分布しない部分(台風の目)
がある。(  )にあてはまる空気の流

れを書け。 
 



[解答](1) 台風 (2) 前線 (3) 同心円状 

(4) 積乱雲 (5) 下降気流 
 
[台風の進路] 
[問題](後期中間改) 
 次の文章中の①，②に適語を入れよ。 
春から夏にかけて( ① )高気圧の南

を通ってユーラシア大陸に進んでいた台

風は，秋が近くなって(①)高気圧が弱ま

ると，(①)高気圧のへりに沿うように，

日本列島付近に北上することが多くなる。

北上した台風は，( ② )風に流されて，

東寄りに進路を変える。本州付近まで北

上してきた台風は，あたたかい海からの

熱と水蒸気の補給が少なくなって，熱帯

低気圧に弱まったり，周囲の冷たい空気

をとりこんで温帯低気圧に変わったりす

る。 



[解答]① 太平洋 ② 偏西 
[解説] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
台風の進路は太平洋

たいへいよう

高気圧
こうきあつ

(小笠原
おがさわら

気団
き だ ん

)
と偏西風

へんせいふう

の影響を受ける。右図のように，

太平洋高気圧の勢力が強い 6，7 月ごろ

は，太平洋高気圧におされ，太平洋高気

圧の南を西方向にユーラシア大陸に進む。



8 月以降，秋が近くなって太平洋高気圧

が弱まると，高気圧のへりに沿うように，

日本列島付近に北上することが多くなる。 
北上した台風は，偏西風

へんせいふう

に流されて，東

寄りに進路
し ん ろ

を変える。 
本州付近まで北上してきた台風は，あた

たかい海からの熱と水蒸気
すいじょうき

の補給
ほきゅう

が少な

くなって，熱帯低気圧に弱まったり，周

囲の冷たい空気をとりこんで温帯低気圧

に変わったりする。 
※出題頻度：「太平洋高気圧(小笠原気団)
〇」「偏西風〇」 
 



[問題](2学期中間) 
夏から秋にかけて日本付近にやってく

る台風は，太平洋高気圧のへりに沿うよ

うに北上し，その後東よりに進路を変え

ることが多い。台風の進路に影響を与え

る夏から秋にかけての太平洋高気圧の勢

力の変化と，台風の進路を東に変える風

の名称の組み合わせとして正しいものを，

次のア～エから1つ選んで記号で答えよ。 
 太平洋高気圧の勢

力の変化 
風の名称 

ア 太平洋高気圧が強

まる。 
季節風 

イ 太平洋高気圧が強

まる。 
偏西風 

ウ 太平洋高気圧が弱

まる。 
季節風 

エ 太平洋高気圧が弱

まる。 
偏西風 

[解答]エ 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 台風は，フィリピンの沖合などで発

達した何という低気圧が発達したも

のか。 
(2) 台風は，秋になり勢力の弱まった A

の高気圧に沿うように，日本付近に

北上する。Aを何というか。 
(3) 台風が日本付近で東に進路を変える

のは何という風の影響を受けるから

か。 



[解答](1) 熱帯低気圧 (2) 太平洋高気

圧 (3) 偏西風 
 
[問題](前期中間) 
図は，ある台風が進んだ経路を表して

いる。各問いに答えよ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) はじめ，ほぼ北西に向かって進んだ

台風は，9月24日9時ごろからおよ

そ北東の方向に進路を変えた。その

理由を簡潔に書け。 



(2) 北海道付近まで北上した台風は，周

囲の冷たい空気を取り込んで別の種

類の低気圧に変わることがある。こ

の変化した低気圧は何であるか。 
 
[解答](1) 偏西風の影響を受けるため。 

(2) 温帯低気圧 
 
 



[問題](前期中間) 
 次の各問いに答えよ。 
(1) 右の図は日本列

島に近づく台風

の主な進路を月

ごとにまとめた

ものである。7
月に台風が日本

列島を避けて進

むことが多いのはなぜか。 
(2) 台風は日本の北の方向へ移動してい

くにつれてその勢力を小さくしてい

くが，なぜそうなるのか，理由を書

け。 
[解答](1) 太平洋高気圧の勢力が強いた

め。 (2) 海からの熱と水蒸気の供給が

少なくなるから。 



【各ファイルへのリンク】 
理科1年 
[光音力] [化学] [植物] [地学] 
 
理科2年 
[電気] [化学] [動物] [天気] 
 
理科3年 
[運動] [化学] [生殖] [天体] [環境] 
 
社会地理 
[世界1] [世界2] [日本1] [日本2] 
 
社会歴史 
[古代] [中世] [近世] [近代] [現代] 
 
社会公民 
[現代社会] [人権] [三権] [経済] 

http://www.fdtext.com/dp/r1b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r1t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r2t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3b/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3k/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3s/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3t/index.html
http://www.fdtext.com/dp/r3z/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sc4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr4/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sr5/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk1/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk2/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk3/index.html
http://www.fdtext.com/dp/sk4/index.html


【FdData中間期末製品版のご案内】 
このPDFファイルは，FdData中間期末

を PDF 形式(スマホ用)に変換したサン

プルです。製品版のFdData中間期末は

Windows パソコン用のマイクロソフト

Word(Office)の文書ファイル(A4 版)で，

印刷・編集を自由に行うことができます。 
◆FdData中間期末の特徴 
中間期末試験で成績を上げる秘訣は過去

問を数多く解くことです。FdData 中間

期末は，実際に全国の中学校で出題され

た試験問題をワープロデータ(Word 文

書)にした過去問集です。各教科(社会・

理科・数学)約1800～2100ページと豊富

な問題を収録しているため，出題傾向の

90％以上を網羅しております。 
FdData 中間期末を購入いただいたお客

様からは，「市販の問題集とは比べものに

ならない質の高さですね。子どもが受け



た今回の期末試験では，ほとんど同じよ

うな問題が出て今までにないような成績

をとることができました。」，「製品の質の

高さと豊富な問題量に感謝します。試験

対策として，塾の生徒にFdDataの膨大

な問題を解かせたところ，成績が大幅に

伸び過去最高の得点を取れました。」など

の感想をいただいております。 
◆サンプル版と製品版の違い 
ホームページ上に掲載しておりますサン

プルは，製品の全内容を掲載しており，

どなたでも自由に閲覧できます。問題を

「目で解く」だけでもある程度の効果を

あげることができます。しかし，FdData
中間期末がその本来の力を発揮するのは

印刷ができる製品版においてです。印刷

した問題を，鉛筆を使って一問一問解き

進むことで，大きな学習効果を得ること

ができます。さらに，製品版は，すぐ印



刷して使える「問題解答分離形式」，編集

に適した「問題解答一体形式」，暗記分野

で効果を発揮する「一問一答形式」(理科

と社会)の3形式を含んでいますので，目

的に応じて活用することができます。 
FdData中間期末の特徴(QandA方式) 
◆FdData中間期末製品版の価格 
理科1年，2年，3年：各7,800円 
社会地理，歴史，公民：各7,800円 
数学1年，2年，3年：各7,800円 
ご注文は電話，メールで承っております。 
FdData中間期末(製品版)の注文方法 
※パソコン版ホームページは，Google
などで「fddata」で検索できます。 

※Amazonでも販売しております。 
 (「amazon fddata」で検索) 
 
【Fd教材開発】電話：092-811-0960 
メール： info2@fdtext.com 
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