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１） 気  候  の  変  化（ｐ８６～８９） 

 

 

 

１ 指導にあたって 

気候の変化は，わたしたちの生活や動植物に大きな影響をあたえる。 ここでは，仙台市における四季それぞ

れの気候の大きな特色に気づかせ，季節の変化とともに移り変わる自然のようすに関心をもたせるようにする。

また，身近な出来事から年ごとの気候変動の様子をつかむ手だてのひとつとして，P86，88，89 に設けた各季

節の到来を告げる出来事（観測月日）を記録する欄を活用させる。 

 

 

２ 指導上の留意点 

仙台市は東北地方の太平洋側に位置することから，太平洋岸型の気候であり，寒流（親潮）の影響

を受ける北日本特有の性質をあわせもっている。 

 

３ 概要 

（１）春の気候 

３～４月になると北西からの冬の季節風が弱まり，かわって移動性高気圧と低気圧が交互に日本上

空を通るようになる。揚子江気団を母体とする乾いた空気を伴う移動性高気圧が通過するときは，  

澄み切った晴天となり日中は暖かいが，夜には冷え込んで（放射冷却現象）霜が降りることもある。

一方，低気圧が通過するときは，うっとうしい雨がちとなる。これらを数日ごとにくりかえす（こ

とわざ：『春に三日の晴れ間なし』のがこの季節特有の気象である。 

５月になっても移動性高気圧が日本を訪れる。しかし，この頃になると南方の暖気の影響も介在

してくるので，晴れた日でも夜に冷え込むことは少なくなり，県内でも八十八夜（立春から数え 88

日）を境に遅霜の心配も減少する。 

 

（２）夏の気候 

盛夏の前に訪れる６～７月の雨季を梅雨という。梅雨前線は，日本の北にある冷たいオホーツク

海気団と，南にある暖かい小笠原気団との境界に雲の帯（梅雨前線）ができ雨の日が続く。７月中

旬を過ぎると，オホーツク海気団が弱まり，太平洋上に発達していた小笠原気団が東北地方にも張

り出してくる。この高気圧から吹き出す南東気流におおわれ，仙台市にも高温多湿の夏が訪れる。 

 

（３）秋の気候 

９月は夏の気候から冬の気候へ移行する時期にあたり，夏の小笠原気団の影響で残暑の厳しい日が

続いたり，小笠原気団と大陸からの高気圧との間にできる秋雨前線により，長雨が続いたりするよう

になる。仙台市は，ちょうど秋雨前線の真下にあたることが多く，９月中旬からの約１カ月は，気温

の低いぐずついた天候が続く。さらに台風の接近により，局地的な大雨がもたらされることもある。

それ以降， 10 月中旬からは，乾いた高気圧の影響で秋晴れのよい天気が続くようになるが，『秋の日

はつるべ落とし』と言われるように昼の長さが短くなるため，徐々に気温が低下していく。 

 

（４）冬の気候 

11 月頃から西に強いシベリア気団が張り出し，東の海上に強い低気圧が発生する『西高東低型』

の気圧配置がみられはじめる。日本列島には，中国大陸から強い北西の季節風が吹きつけ，日本海

側に雪を降らせるとともに，そこで水分を失った空気が流れ込む太平洋側では，寒い晴天の日が続

く。北海道から東北にかけての北日本一帯には，上空に強い寒気団が訪れるため低温の日が続く。

仙台市も寒い日が続くが，太平洋側に位置するので雪はあまり降らず，晴天の日が多い。 

 

※ 気象における季節の考え方は，  春夏秋冬に梅雨と秋雨を加えた６つと考えるのが一般的である。 
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４  参考事項（ｐ８６～８９） 

①  春の気候（ｐ８６） 

衛星雲画像（変わりやすい春の天気） 

４月１９日 8:00，日本列島は，東西にある低気圧の雲に挟まれているが，東北地方や関東，中

部地方の上空には雲がなく晴天である。しかし，４月１９日 14:00 には，前日に日本海上にあっ

た低気圧が東進し，日本列島は厚い雲に覆われてしまう。さらに，その低気圧の後方に目を向け

ると，大きな雲が見られないため，荒天は続かないことが予想される。風が強い仙台の春これま

で仙台市で観測された最大瞬間風速は 41.2ｍ/ｓ（1997 年 3 月 11 日）である。仙台が強風に見舞

われるのは低気圧が非常に発達しやすい冬季と春先に多くみられ，過去のデータにおいても 11 月

～12 月と 3 月～4 月に記録的な強風を観測した日が多い。 

 

＜ 東六番丁小学校の桜 ＞ 

サクラの開花は南から徐々に北上し，ソメイヨシノの平年の開花日は，東京が 3 月 29 日，仙台は

4 月 14 日，函館は 5 月 5 日である。開花日が同じ地域を結んだ線を，天気図の前線に似ていること

から「サクラ前線」とよんでいる。まわりの自然のようす 

生物季節 （仙台市の生物の季節による変化を過去の観察記録から平均日として表したもの） 

 

＜ 遅い春の雪 ＞ 

仙台市における平年の降雪作業最終日は 4 月 4 日であるが，過去の最も遅い記録は 1991 年の 5

月 3 日である。 

 

②  夏の気候（ｐ８７） 

衛星雲画像（梅雨)（６月中頃～７月下旬頃） 

夏の前に訪れる６，７月の雨季を梅雨（つゆ・ばいう）いう。仙台市の平年の梅雨入りは６月中旬頃

である。北の冷たいオホーツク海気団と南東海上の小笠原気団の境に生じた雲の帯（梅雨前線）が日

本列島上にとどまり長雨をもたらす。米作りに大敵の「やませ」東北地方の太平洋岸は，梅雨にオホ

ーツク海気団から吹き出す冷たい海風「やませ」が入りこみ，雨がちで低温の日が続くことがある。

宮城県における７月の日照時間は，日本海側内陸の山形市に比べて 83％，日本海岸の酒田市に比べる

と 69％にしか達していない。また，やませはこの時期の日光や温度が成長の鍵を握るイネにとって大

敵で，過去に幾度もやませによる冷害がもたらされた。（→p87 参照） 

 

（ しのぎやすい仙台の夏 ） 

仙台の最高気温 2007 年 8 月 15 日に観測された 37.2℃であることに対し，日本最高は，高知県四

万十市で 2013 年 8 月１２日に観測された 41.0℃である。（→ｐ90 参照） 

仙台市において，日最高気温が 25℃を超える夏日は平年 65 日であり，日最高気温が 30℃を超え

る真夏日は平年 18 日である。これに対し，周囲の県都の真夏日は，福島市で 42 日，山形市で 37

日，盛岡市で 19 日と，いずれも仙台に比べの多い。このことからも，仙台の夏は比較的しのぎやす

いことがわかる。 
 

※ 猛暑日…日最高気温が 35℃以上の日。2007 年 4 月 1 日より導入された新用語。 

３月4日     ウメ開花日  
３月14日    ウグイス初鳴日  
３月30日    ツバキ開花日  
４月5日     モンシロチョウ初見日  
４月7日     ツバメ初見日  
４月10日    タンポポ開花日 
 

４月10日    スミレ開花日  
４月14日    ソメイヨシノ開花日  
４月19日    ソメイヨシノ満開日  
４月29日    トノサマガエル初見日  
５月2日     ヤマツツジ開花日  
５月11日    キアゲハ初見日 
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夏の天気図 

太平洋上の小笠原気団が発達し相対的にシベリア大陸の気が低くなるので，南高北低型の気圧配置とな

る。そのため，南寄りの湿った暖かい空気が日本に流れ込み，高温多湿の気候となる。 

 

まわりの自然のようす 

 

③  秋の気候（ｐ88） 

○ 大雨の記録 

過去，仙台において１日の降水量が最も多かったのは，1948 年９月 16 日に記録した 328.5mm で，

この日は１時間の降水量においても過去最多の 94 ㎜を記録した。（→ｐ90 参照） 

○ 台風の発生 

東経 180 度以西の北太平洋と南シナ海で発生する熱帯低気圧のうち，最大風速が毎秒 17.2ｍ以上に発

達したものを台風という。一年間の台風の平均発生数は約 28 個で，１号，２号という番号は，その年の

発生順に割り当てられる。 

 

○ 台風の大きさと強さ（気象庁資料より） 

台風の「大きさ」は，「平均風速 15ｍ／ｓ以上の強い風が吹いている範囲（強風域）」の半径で区分する。  

これに対し，台風の「強さ」は「最大風速」で区分する。その他，強風域の内側で平均風速 25ｍ／ｓ以上

の風が吹いている範囲を「暴風域」と呼ぶ。 
 

                                     

 

 

 

 

 

「大型」「超大型」と呼ばれるの台風の大きさを日本列島の大きさと比
較すると右のようになる。台風情報等で，台風の大きさと強さを組み合わ
せて，「大型で強い台風」と発表している場合,その台風は，強風域の半
径が500km以上で800km未満，中心付近の最大風速が33～43ｍ／ｓあり，暴
風域を伴っていることを表す。 
なお，天気図上では，暴風域や強風域を円形で示すが，その円内は暴風

や強風が「いつ吹いてもおかしくない範囲」である。 
 

 

 

 

気象庁ホームページより 

まわりの自然のようす 

９月半ば頃ミヤギノハギ（市内の公園で一般に見られるもの）が満開となる。１０月初旬にオナガガモが渡

り鳥としてやってくる。 

 

東六番丁小学校のサクラが色付き始める。 

６月 8日    シオカラトンボ初見日  

６月28日    アジサイ開花日  

６月29日    ホタル初見日  

７月15日    ヒグラシ初鳴日  

７月22日    アブラゼミ初鳴日 

 

８月  1日    ミンミンゼミ初鳴日  

８月11日    サルスベリ開花日  

８月14日    キリギリス初鳴日  

８月18日    エンマコオロギ初鳴日  

８月21日    平地でアキアカネ初見 

 

階       級 風速15ｍ／ｓ以上の半径 
大型（大きい）  

超大型（非常に大きい） 

500km以上800km未満  

800km以上 

階  級 最大風速 
強い  

非常に強い  

猛烈な 

33ｍ／ｓ以上44ｍ／ｓ未満  

44ｍ／ｓ以上54ｍ／ｓ未満  

54ｍ／ｓ以上 

９月20日    ヒガンバナ開花日  
11月6日     イチョウ黄葉日  
11月11日    イロハカエデ紅葉日 

11月23日    イチョウ落葉日  
11月30日    イロハカエデ落葉日 
 

【強さの階級分け】 【大きさの階級分け】 
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④  冬の気候（ｐ89） 

初雪と初霜 

初霜の平均値は 11 月６日，初雪は 11 月 21 日。 

初雪の最も早い年は 1970 年の 11 月 11 日。（1935 年，1954 年も同じ日に記録） 

 

 

 

（冬の気圧配置） 

冬は，日本の西側に高気圧，  東に低気圧がある西高東低，いわゆる「冬型の気圧配置」となる。

このとき風は等圧線を横切るように気圧の高いところから低い方に向かい，かつ，等圧線の間隔がせ

まいほど強く吹く。したがって，関東・北陸地方から北海道にかけて強い北西の季節風が吹きつけ，

日本海側に雪を降らせ，水分の減少した空気は，太平洋側に乾いた寒い晴天をもたらす。 

 

 

（わりあい暖かい仙台の冬） 

仙台における１月の平均気温は１℃であり，晴天の日中は７℃近くまで上昇する。最低気温は１月

平均で-2.6℃であり，-７℃以下になることはほとんどないが，内陸部に位置する愛子や新川は-10℃

以下になることもある。過去の最低気温も1945年１月26日の-11.7℃（ｐ90参照）と，山形の-20℃，

盛岡の-20.6℃，福島の-18.5℃と比べ，仙台は暖かいことがわかる。 

 

（冬日と真冬日） 

冬日とは，日最低気温が０℃以下の日（仙台市の平年日数 95 日）であり，真冬日とは，日最高気

温が０℃未満の日（仙台市の平年日数３日）を示す。周囲の県都の真冬日の平均は，福島が２日，山

形が 12 日，盛岡が 18 日である。 

 

（仙台市に雪が降る主な原因） 

① 西高東低の冬型の気圧配置で降る場合 

降雪量は，西部の山沿いから東側の平野部にかけて順に少なくなる。季節風が強い場合は，晴天

下に風まじりに降ってくることも多い。 

② 強い寒気が東北地方上空をおおい，日本海に小型の低気圧が発生する場合 

日本海側は里雪（平地に降り積もる雪）に見舞われるが，仙台でもしんしんと降り積もることが

ある。量は少ないが，低温で融けにくい。 

③ 本州南岸北東に進む低気圧が，太平洋側一帯に雪を降らせる場合 

主に２～３月に多いが，暖冬年は真冬でもみられ，重く湿った雪が降る。量は多いが溶け消える

のも早い。電線や樹木に着雪し，断線したり枝を折ったりすることもある。 

 

（まわりの自然のようす） 

１月中頃  三居沢の滝が凍る 

１月中旬  樹木に着雪した湿った雪 

１月中旬  東六番丁小学校のサクラの雪化粧 


