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《《《《北風北風北風北風》》》》
あいあいあいあい、、、、あいぎあいぎあいぎあいぎ、、、、
下風下風下風下風、、、、入入入入りりりり風風風風

《《《《南南南南風風風風》》》》
上風上風上風上風、、、、くだりくだりくだりくだり、、、、
朝朝朝朝あらしあらしあらしあらし

《《《《西西西西風風風風》》》》
にしにしにしにし

《《《《北東北東北東北東風風風風》》》》
しもやませしもやませしもやませしもやませ

《《《《北西北西北西北西風風風風》》》》
玉風玉風玉風玉風、、、、たんばたんばたんばたんば、、、、
たばたばたばたば風風風風

《《《《南東南東南東南東風風風風》》》》
出出出出しししし風風風風、、、、やませやませやませやませ

《《《《南西南西南西南西風風風風》》》》
しかだしかだしかだしかだ、、、、ヒカタヒカタヒカタヒカタ

・・・・出出出出しししし風風風風 山側山側山側山側からからからから沖沖沖沖にににに向向向向かってかってかってかって吹吹吹吹くくくく
・・・・入入入入りりりり風風風風 日中吹日中吹日中吹日中吹くくくく穏穏穏穏やかなやかなやかなやかな北風北風北風北風
・・・・朝朝朝朝あらしあらしあらしあらし 夜夜夜夜からからからから朝朝朝朝がたがたがたがた吹吹吹吹くくくく風風風風でゆっくりとしたでゆっくりとしたでゆっくりとしたでゆっくりとした南風南風南風南風
・・・・したぎしたぎしたぎしたぎ又又又又はしたきはしたきはしたきはしたき 冬期急激冬期急激冬期急激冬期急激にににに風雪風雪風雪風雪がががが強強強強まることまることまることまること

（（（（１１１１）））） 風風風風のののの方位別方位別方位別方位別のののの呼呼呼呼びびびび名名名名

《《《《東風東風東風東風》》》》
本本本本やませやませやませやませ、、、、
メナシメナシメナシメナシ

（（（（２２２２）））） 風風風風にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉

※※※※矢印矢印矢印矢印はははは風風風風のののの吹吹吹吹くくくく方向方向方向方向
をををを示示示示すすすす。。。。

－１－

豆知識豆知識豆知識豆知識
風向風向風向風向はははは風風風風がががが吹吹吹吹いてくるいてくるいてくるいてくる方向方向方向方向（（（（例例例例：：：：北風北風北風北風といえばといえばといえばといえば北北北北からからからから吹吹吹吹くくくく風風風風））））をいいをいいをいいをいい、、、、海流海流海流海流・・・・潮流潮流潮流潮流のののの方向方向方向方向はははは

流流流流れてれてれてれて行行行行くくくく方向方向方向方向（（（（例例例例：：：：北流北流北流北流といえばといえばといえばといえば北北北北のののの方向方向方向方向へのへのへのへの流流流流れれれれ））））をいいますをいいますをいいますをいいます。。。。



・・・・すじすじすじすじ雲雲雲雲 巻雲巻雲巻雲巻雲（（（（天気天気天気天気がががが良良良良くくくく、、、、上空上空上空上空のののの風風風風がががが強強強強いいいい日日日日ににににすじすじすじすじ状状状状にできるにできるにできるにできる雲雲雲雲））））
・・・・いわしいわしいわしいわし雲雲雲雲 巻積雲巻積雲巻積雲巻積雲（（（（細細細細かいかいかいかい氷氷氷氷のののの粒粒粒粒でできたでできたでできたでできた小小小小さいさいさいさい雲雲雲雲のののの集集集集まりまりまりまり））））
・・・・ひつじひつじひつじひつじ雲雲雲雲 高積雲高積雲高積雲高積雲（（（（ひひひひつじのようなつじのようなつじのようなつじのような固固固固まりのまりのまりのまりの雲雲雲雲がががが並並並並んでいるようなくもんでいるようなくもんでいるようなくもんでいるようなくも））））
・・・・わたわたわたわた雲雲雲雲 積雲積雲積雲積雲（（（（わたのようにふわふわとわたのようにふわふわとわたのようにふわふわとわたのようにふわふわと浮浮浮浮いているいているいているいている雲雲雲雲））））
・・・・入道雲入道雲入道雲入道雲 積乱雲積乱雲積乱雲積乱雲（（（（雲雲雲雲のののの中中中中でででで最最最最もももも危危危危ないないないない雲雲雲雲。。。。このこのこのこの雲雲雲雲のののの下下下下ではではではでは雷雷雷雷がががが発生発生発生発生したりしたりしたりしたり、、、、激激激激しいしいしいしい

雨雨雨雨がががが降降降降ったりするったりするったりするったりする。）。）。）。）

（（（（３３３３）））） 雲雲雲雲にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉

（（（（４４４４）））） 地名地名地名地名にににに関関関関するするするする言葉言葉言葉言葉
・・・・小小小小 樽樽樽樽 「「「「オタオタオタオタ・・・・オルオルオルオル・・・・ナイナイナイナイ」（」（」（」（砂浜砂浜砂浜砂浜のののの川川川川のののの中中中中））））にににに由来由来由来由来するするするする。。。。
・・・・銭銭銭銭 函函函函 ニシンニシンニシンニシン漁漁漁漁でででで栄栄栄栄ええええ、、、、各家庭各家庭各家庭各家庭にににに銭箱銭箱銭箱銭箱があったとのがあったとのがあったとのがあったとの伝説伝説伝説伝説がががが由来由来由来由来しているとしているとしているとしていると言言言言われるわれるわれるわれる。。。。
・・・・札札札札 幌幌幌幌 「「「「サッサッサッサッ・・・・ポロポロポロポロ」（」（」（」（乾乾乾乾いたいたいたいた大大大大きいきいきいきい））））であるとするであるとするであるとするであるとする説説説説がががが有力有力有力有力であるであるであるである。。。。
・・・・石石石石 狩狩狩狩 「「「「イイイイ・・・・シカシカシカシカ（（（（ララララ））））・・・・ペッペッペッペッ」（」（」（」（曲曲曲曲がりくねったがりくねったがりくねったがりくねった川川川川））））などなどなどなど諸説諸説諸説諸説ありありありあり。。。。
・・・・後後後後 志志志志 後方羊蹄後方羊蹄後方羊蹄後方羊蹄（（（（しりべししりべししりべししりべし））））のののの語音語音語音語音にちなみにちなみにちなみにちなみ、、、、後志国後志国後志国後志国をををを流流流流れるれるれるれる尻別川尻別川尻別川尻別川ののののアイヌアイヌアイヌアイヌ語語語語「「「「シシシシ

リリリリ・・・・ペッペッペッペッ」」」」((((山山山山のののの・・・・川川川川))))をとりをとりをとりをとり、、、、音訳音訳音訳音訳したものしたものしたものしたもの。。。。
・・・・天狗山天狗山天狗山天狗山 山中山中山中山中にににに天狗火天狗火天狗火天狗火（（（（火火火火やややや煙煙煙煙などなどなどなど））））がががが見見見見ええええ、、、、天狗天狗天狗天狗がががが棲棲棲棲んでいたんでいたんでいたんでいた説説説説などなどなどなど諸説諸説諸説諸説ありありありあり。。。。
・・・・積丹岬積丹岬積丹岬積丹岬 「「「「シャクコタンシャクコタンシャクコタンシャクコタン」（」（」（」（夏夏夏夏のののの村村村村））））にににに由来由来由来由来するするするする。。。。
・・・・神威岬神威岬神威岬神威岬 「「「「カムイカムイカムイカムイ」（」（」（」（神神神神））））にににに由来由来由来由来するするするする。（。（。（。（古古古古くはくはくはくは御冠御冠御冠御冠（（（（ｵｶﾑｲｵｶﾑｲｵｶﾑｲｵｶﾑｲ））））岬岬岬岬ともともともとも呼呼呼呼ばれていたばれていたばれていたばれていた。）。）。）。）

（（（（５５５５）））） そのそのそのその他他他他
・・・・雪虫雪虫雪虫雪虫（（（（わなわなわなわな虫虫虫虫）））） アブラアブラアブラアブラ虫科虫科虫科虫科のののの昆虫昆虫昆虫昆虫でででで１０１０１０１０月下旬月下旬月下旬月下旬のののの漬物用漬物用漬物用漬物用のののの大根洗大根洗大根洗大根洗いのいのいのいの時期頃時期頃時期頃時期頃からからからから現現現現

れるれるれるれる
・・・・潮潮潮潮ごみごみごみごみ 沖沖沖沖からからからから岸岸岸岸にににに向向向向かってかってかってかって風風風風がががが吹吹吹吹くとくとくとくと海水海水海水海水がががが吹吹吹吹きききき寄寄寄寄せられせられせられせられ海面海面海面海面がががが高高高高くなるくなるくなるくなる

現象現象現象現象 （（（（反対語反対語反対語反対語 潮潮潮潮がれがれがれがれ））））
・・・・だいなんだいなんだいなんだいなん 漁師漁師漁師漁師のののの言葉言葉言葉言葉でででで沖合沖合沖合沖合
・・・・トロトロトロトロなぎなぎなぎなぎ トロットロットロットロッとしたとしたとしたとした油油油油のようなのようなのようなのような状態状態状態状態
・・・・けあらしけあらしけあらしけあらし 湯気湯気湯気湯気がががが立立立立ちちちち上上上上るるるる現象現象現象現象、、、、蒸気雲蒸気雲蒸気雲蒸気雲
・・・・出出出出めんめんめんめん取取取取りりりり そのそのそのその日日日日そのそのそのその日働日働日働日働いていていていて賃金賃金賃金賃金をををを貰貰貰貰うううう人人人人

－２－

小小小小 樽樽樽樽
天狗山天狗山天狗山天狗山

積丹岬積丹岬積丹岬積丹岬 神威岬神威岬神威岬神威岬

いわしいわしいわしいわし雲雲雲雲 ひつじひつじひつじひつじ雲雲雲雲 入道雲入道雲入道雲入道雲



・・・・積丹岳積丹岳積丹岳積丹岳にににに雲雲雲雲がかかったらがかかったらがかかったらがかかったら気気気気をつけろをつけろをつけろをつけろ
・・・・秋秋秋秋のやませのやませのやませのやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））のののの風風風風とととと雨雨雨雨はははは危険信号危険信号危険信号危険信号
・・・・風風風風すじすじすじすじ変変変変わるとわるとわるとわると回復回復回復回復にににに向向向向かうかうかうかう
・・・・北北北北～～～～東北東東北東東北東東北東のののの風風風風はなぎがはなぎがはなぎがはなぎが多多多多いいいい
・・・・やませやませやませやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））どこどこどこどこ行行行行くくくく、、、、玉風玉風玉風玉風（（（（北西風北西風北西風北西風））））迎迎迎迎えにえにえにえに

・・・・ヒカタヒカタヒカタヒカタ（（（（南西風南西風南西風南西風））））どこへどこへどこへどこへ行行行行くくくく、、、、北風迎北風迎北風迎北風迎えにえにえにえに
・・・・ヒカタヒカタヒカタヒカタ（（（（南西風南西風南西風南西風））））はははは波波波波をををを飛飛飛飛ばしばしばしばし、、、、メナシメナシメナシメナシ（（（（東風東風東風東風））））はははは雪雪雪雪をををを飛飛飛飛ばすばすばすばす
・・・・人人人人をとるをとるをとるをとる風風風風ヒカタヒカタヒカタヒカタ風風風風（（（（南西風南西風南西風南西風））））
・・・・大黒山大黒山大黒山大黒山のののの雪雪雪雪がががが解解解解けけけけ終終終終わるとわるとわるとわると南風南風南風南風がががが止止止止むむむむ
・・・・余市晴余市晴余市晴余市晴れればれればれればれれば増毛増毛増毛増毛がががが曇曇曇曇るるるる、、、、増毛晴増毛晴増毛晴増毛晴れればれればれればれれば雨雨雨雨がふるがふるがふるがふる
・・・・増毛増毛増毛増毛のののの山山山山がががが良良良良くくくく見見見見えるとえるとえるとえると雨雨雨雨がががが近近近近いいいい

・・・・雷電岬雷電岬雷電岬雷電岬がががが近近近近くにくにくにくに見見見見えるとえるとえるとえると出出出出しししし風風風風（（（（南東風南東風南東風南東風））））がががが吹吹吹吹くくくく
・・・・海海海海のののの潮虫潮虫潮虫潮虫（（（（しおむししおむししおむししおむし））））浜浜浜浜にににに上上上上ればればればれば沖沖沖沖がしけるがしけるがしけるがしける
・・・・雪虫雪虫雪虫雪虫（（（（ゆきむしゆきむしゆきむしゆきむし））））天気天気天気天気がががが変変変変わるわるわるわる
・・・・やませやませやませやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））はははは潮潮潮潮がれがれがれがれ
・・・・ごめのごめのごめのごめの高飛高飛高飛高飛びびびび３３３３日日日日ともたずともたずともたずともたず

・・・・神威岬神威岬神威岬神威岬がのびるときがのびるときがのびるときがのびるとき（（（（低低低低くくくく見見見見えるときえるときえるときえるとき））））はしかだはしかだはしかだはしかだ（（（（南西風南西風南西風南西風））））となりとなりとなりとなり、、、、
たつときはたつときはたつときはたつときは（（（（高高高高くくくく見見見見えるときえるときえるときえるとき））））はははは下風下風下風下風（（（（北風北風北風北風））））吹吹吹吹くくくく

・・・・積丹岳積丹岳積丹岳積丹岳がががが雲雲雲雲でででで見見見見えなくなるとえなくなるとえなくなるとえなくなると北風北風北風北風がががが吹吹吹吹くくくく
・・・・小樽山小樽山小樽山小樽山、、、、雄冬山雄冬山雄冬山雄冬山がががが見見見見えなくなるとやませえなくなるとやませえなくなるとやませえなくなるとやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））吹吹吹吹くくくく
・・・・だいなんだいなんだいなんだいなん（（（（沖合沖合沖合沖合））））行行行行ってってってって羊蹄見羊蹄見羊蹄見羊蹄見えるとえるとえるとえると２２２２～～～～３３３３日後日後日後日後にしけがくるにしけがくるにしけがくるにしけがくる
・・・・余市余市余市余市のののの尻場尻場尻場尻場ににににボタンボタンボタンボタン雲雲雲雲がかかるとしけになるがかかるとしけになるがかかるとしけになるがかかるとしけになる
・・・・忍路地区忍路地区忍路地区忍路地区はあいはあいはあいはあい風風風風（（（（北風北風北風北風）、）、）、）、玉風玉風玉風玉風（（（（北西風北西風北西風北西風））））厳厳厳厳しくしくしくしく、、、、やませやませやませやませ（（（（南東南東南東南東

風風風風）、）、）、）、しかだしかだしかだしかだ（（（（南西風南西風南西風南西風））））さほどでないさほどでないさほどでないさほどでない

・・・・おおおお日様日様日様日様ににににおおおおやくかかればやくかかればやくかかればやくかかれば雨雨雨雨となるとなるとなるとなる
・・・・やませやませやませやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））ののののトロトロトロトロなぎなぎなぎなぎ（（（（しかししかししかししかし沖沖沖沖はしけているはしけているはしけているはしけている））））
・・・・あいぎあいぎあいぎあいぎ（（（（北風北風北風北風））））だとだとだとだと、、、、窓岩窓岩窓岩窓岩のののの頂頂頂頂ににににボタボタボタボタ雲雲雲雲かかるかかるかかるかかる

・・・・ちぎれちぎれちぎれちぎれ雲雲雲雲がががが飛飛飛飛ぶとまもなくぶとまもなくぶとまもなくぶとまもなく雨雨雨雨
・・・・しもしもしもしも、、、、あいあいあいあい、、、、たまはしけがたまはしけがたまはしけがたまはしけが多多多多いいいい
・・・・やませやませやませやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））強強強強いといといといと赤岩赤岩赤岩赤岩ににににボタンボタンボタンボタン雲雲雲雲かかるかかるかかるかかる
・・・・朝朝朝朝あらしあらしあらしあらし、、、、入入入入りりりり風風風風（（（（北風北風北風北風））））なぎよしなぎよしなぎよしなぎよし
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・・・・鳥水鳥水鳥水鳥水にににに浴浴浴浴すればすればすればすれば雨近雨近雨近雨近くにありくにありくにありくにあり
・・・・ヘビヘビヘビヘビ、、、、アブアブアブアブ多多多多くくくく出出出出ればればればれば雨近雨近雨近雨近しししし
・・・・カエルカエルカエルカエル、、、、夜鳴夜鳴夜鳴夜鳴けばけばけばけば快晴快晴快晴快晴
・・・・アリアリアリアリ、、、、しきりにしきりにしきりにしきりに巣巣巣巣よりよりよりより出入出入出入出入りするはりするはりするはりするは雨雨雨雨ちかしちかしちかしちかし

石石石石

狩狩狩狩

－３－



・・・・やませやませやませやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））はははは潮潮潮潮がれがれがれがれ、、、、しかだしかだしかだしかだ（（（（南西風南西風南西風南西風））））はははは潮潮潮潮ごみごみごみごみ
・・・・けけけけあらしのあらしのあらしのあらしの出出出出るときはるときはるときはるときは、、、、沖沖沖沖はははは玉風玉風玉風玉風（（（（北西風北西風北西風北西風））））がががが強強強強いいいい
・・・・東東東東のののの風風風風、、、、３３３３日日日日もももも吹吹吹吹けばなべのけばなべのけばなべのけばなべの魚魚魚魚もなくなるもなくなるもなくなるもなくなる
・・・・あいあいあいあい（（（（北風北風北風北風））））ととととヒカタヒカタヒカタヒカタ（（（（南西風南西風南西風南西風））））はははは人人人人をとるをとるをとるをとる風風風風
・・・・月月月月にににに近星近星近星近星（（（（ちかぼしちかぼしちかぼしちかぼし）、）、）、）、しけとなるしけとなるしけとなるしけとなる
・・・・やませやませやませやませ（（（（南東風南東風南東風南東風））））とととと化化化化けけけけ物日暮物日暮物日暮物日暮れにれにれにれに騒騒騒騒ぐぐぐぐ
・・・・山鳴山鳴山鳴山鳴りがするとりがするとりがするとりがすると出出出出しししし風風風風（（（（南東風南東風南東風南東風））））がががが吹吹吹吹くくくく
・・・・沖沖沖沖のののの黒黒黒黒いいいい雲雲雲雲のののの土手土手土手土手のののの切切切切れれれれ目目目目からからからから風風風風がががが吹吹吹吹くくくく

・・・・夜雷起夜雷起夜雷起夜雷起こればこればこればこれば雨続雨続雨続雨続くくくく
⇒⇒⇒⇒ 夜間夜間夜間夜間のののの雷雷雷雷はははは、、、、夏夏夏夏のののの午後日射午後日射午後日射午後日射によってによってによってによって起起起起るるるる熱雷熱雷熱雷熱雷とととと違違違違ってってってって、、、、前線前線前線前線やややや低気圧低気圧低気圧低気圧
によってによってによってによって起起起起るのでるのでるのでるので、、、、それがそれがそれがそれが通過通過通過通過するまでするまでするまでするまで止止止止まないまないまないまない。。。。

・・・・あいあいあいあい（（（（北風北風北風北風））））のののの朝朝朝朝なぎなぎなぎなぎ、、、、くだりくだりくだりくだり（（（（南風南風南風南風））））のののの夕夕夕夕なぎなぎなぎなぎ
⇒⇒⇒⇒ 北風北風北風北風はははは朝一時朝一時朝一時朝一時なぎなぎなぎなぎ、、、、南南南南よりのよりのよりのよりの風風風風はははは日中日中日中日中いくらいくらいくらいくら吹吹吹吹いていてもいていてもいていてもいていても夜夜夜夜にはにはにはには弱弱弱弱まままま
りりりりなぎになるなぎになるなぎになるなぎになる。。。。

・・・・星星星星ががががキラキラキラキラキラキラキラキラするとするとするとすると翌日強風翌日強風翌日強風翌日強風となるとなるとなるとなる
⇒⇒⇒⇒ 星星星星のののの光光光光がいつもよりがいつもよりがいつもよりがいつもよりキラキラキラキラキラキラキラキラ見見見見えるときはえるときはえるときはえるときは、、、、大気中大気中大気中大気中のののの暖暖暖暖かいかいかいかい空気空気空気空気とととと冷冷冷冷
たいたいたいたい空気空気空気空気がががが接触接触接触接触したしたしたした空気空気空気空気のののの層層層層をををを透透透透してしてしてして星星星星をををを見見見見るからでるからでるからでるからで、、、、上層上層上層上層にににに強強強強いいいい
風風風風がががが吹吹吹吹いているためといているためといているためといているためと思思思思われますわれますわれますわれます。。。。これはこれはこれはこれは次第次第次第次第にににに下層下層下層下層へおりてへおりてへおりてへおりて来来来来るたるたるたるた
めめめめ強風強風強風強風がががが予想予想予想予想されるされるされるされる。。。。

・・・・朝朝朝朝のののの朝焼朝焼朝焼朝焼けけけけ、、、、むこむこむこむこ泣泣泣泣かせかせかせかせ
⇒⇒⇒⇒ 朝晴朝晴朝晴朝晴れれれれ上上上上がるのはがるのはがるのはがるのは悪天候悪天候悪天候悪天候のののの前兆前兆前兆前兆、、、、でもでもでもでも婿婿婿婿はははは気気気気をををを使使使使ってってってって早朝早朝早朝早朝からからからから野良野良野良野良
仕事仕事仕事仕事にににに出出出出かけざるをかけざるをかけざるをかけざるを得得得得ないないないない、、、、そしてそしてそしてそして風雨風雨風雨風雨にあってにあってにあってにあって婿婿婿婿がががが泣泣泣泣くというくというくというくという。。。。

・・・・朝朝朝朝こがれはこがれはこがれはこがれは雨雨雨雨のののの兆兆兆兆しししし
⇒⇒⇒⇒ 東側東側東側東側はははは雲雲雲雲はなくはなくはなくはなく晴晴晴晴れていれていれていれていてててて、、、、そろそろそろそろそろそろそろそろ西側西側西側西側からからからから雲雲雲雲がやってきがやってきがやってきがやってきてててて雨雨雨雨がががが予予予予
想想想想されるされるされるされる。。。。（（（（※※※※こがれこがれこがれこがれ・・・・・・・・・・・・ここではここではここではここでは朝焼朝焼朝焼朝焼けのけのけのけの空空空空のののの色色色色をををを言言言言っているっているっているっている。）。）。）。）

・・・・朝露朝露朝露朝露がががが降降降降りるとりるとりるとりると、、、、おおおお天気天気天気天気がががが良良良良いいいい
⇒⇒⇒⇒ 朝霧朝霧朝霧朝霧がががが出出出出たりするのはたりするのはたりするのはたりするのは風風風風がなくがなくがなくがなく、、、、またまたまたまた放射冷却放射冷却放射冷却放射冷却がおきてがおきてがおきてがおきて冷冷冷冷ええええ込込込込んだとんだとんだとんだと
きですきですきですきです。。。。雲雲雲雲があるとがあるとがあるとがあると熱熱熱熱がががが逃逃逃逃げませんげませんげませんげません。。。。つまりつまりつまりつまり、、、、雲雲雲雲やややや風風風風がないがないがないがない朝朝朝朝ですからですからですからですから、、、、
晴晴晴晴れやすいれやすいれやすいれやすい。。。。

・・・・季節風季節風季節風季節風のくだりのくだりのくだりのくだり（（（（南風南風南風南風））））がががが夜吹夜吹夜吹夜吹くとくとくとくと明日明日明日明日はははは雨雨雨雨となるとなるとなるとなる
⇒⇒⇒⇒ 春春春春やややや秋秋秋秋にににに、、、、このこのこのこの南風南風南風南風がががが吹吹吹吹くのはくのはくのはくのは、、、、日本海日本海日本海日本海をををを低気圧低気圧低気圧低気圧がががが通通通通るときでるときでるときでるときで、、、、低気低気低気低気
圧圧圧圧のののの影響影響影響影響をををを受受受受けてけてけてけて雨雨雨雨がががが降降降降りやすくなるりやすくなるりやすくなるりやすくなる。。。。

－４－

・・・・ごめのごめのごめのごめの高飛高飛高飛高飛びやといのびやといのびやといのびやといの高高高高まくらまくらまくらまくら
⇒⇒⇒⇒ 上空上空上空上空はははは風風風風がががが強強強強いのでいのでいのでいのでカモメカモメカモメカモメはははは風風風風にのってにのってにのってにのって飛飛飛飛びますびますびますびます。。。。風風風風がががが強強強強くなるくなるくなるくなる知知知知らららら
せですせですせですせです。。。。



（（（（１１１１）））） 天気天気天気天気がががが良良良良くなるくなるくなるくなる場合場合場合場合
・・・・夕焼夕焼夕焼夕焼けのけのけのけの翌日翌日翌日翌日はははは晴晴晴晴れるれるれるれる

・・・・夕虹夕虹夕虹夕虹はははは晴晴晴晴れるれるれるれる
・・・・冬期西冬期西冬期西冬期西かかかか北西北西北西北西のののの風風風風のののの時時時時、、、、太平洋側太平洋側太平洋側太平洋側はははは晴晴晴晴れれれれ、、、、逆逆逆逆にににに日本海側日本海側日本海側日本海側でででで
はははは雪雪雪雪となるとなるとなるとなる

・・・・雲雲雲雲がががが北北北北にににに飛飛飛飛ぶとぶとぶとぶと晴晴晴晴れるれるれるれる
・・・・空空空空にににに雲雲雲雲ひとつないひとつないひとつないひとつない夜夜夜夜ならならならなら明日明日明日明日はははは晴天晴天晴天晴天
・・・・朝朝朝朝ぐぐぐぐもりはもりはもりはもりは晴晴晴晴れれれれ
・・・・大風大風大風大風のののの明日明日明日明日はははは好天気好天気好天気好天気
・・・・東雷雨降東雷雨降東雷雨降東雷雨降らずらずらずらず
・・・・春春春春のかすみはのかすみはのかすみはのかすみは晴晴晴晴れれれれ
・・・・春春春春のののの北風北風北風北風はははは晴晴晴晴れれれれ
・・・・春春春春のののの南風南風南風南風はははは３３３３日雨降日雨降日雨降日雨降らずらずらずらず
・・・・夏夏夏夏のののの入道雲入道雲入道雲入道雲はははは晴晴晴晴れれれれ
・・・・雨雨雨雨がががが降降降降ったったったった後後後後にににに虹虹虹虹がががが出出出出るとるとるとると翌日翌日翌日翌日はははは晴晴晴晴れれれれ
・・・・煙煙煙煙がががが垂直垂直垂直垂直にににに立立立立ちちちち昇昇昇昇ればればればれば晴晴晴晴れれれれ
・・・・夏夏夏夏のののの南風南風南風南風はははは晴晴晴晴れれれれ
・・・・夏夏夏夏はははは南南南南がががが明明明明るいとるいとるいとるいと晴晴晴晴れれれれ
・・・・秋雨秋雨秋雨秋雨はははは涼涼涼涼しくなればしくなればしくなればしくなれば晴晴晴晴れるれるれるれる
・・・・秋秋秋秋のののの夜夜夜夜のののの北風北風北風北風はははは晴晴晴晴れれれれ
・・・・秋秋秋秋はははは西方西方西方西方がががが明明明明るいとるいとるいとるいと晴晴晴晴れれれれ
・・・・煙煙煙煙、、、、東東東東になびけばになびけばになびけばになびけば晴晴晴晴れれれれ
・・・・朝遠朝遠朝遠朝遠くのくのくのくの山山山山がはっきりがはっきりがはっきりがはっきり見見見見えればそのえればそのえればそのえればその日日日日はははは晴晴晴晴れれれれ
・・・・雲雲雲雲がががが沖沖沖沖からからからから静静静静かにかにかにかに上上上上ればればればれば良良良良いいいい天気天気天気天気

－５－



・・・・朝虹朝虹朝虹朝虹はははは雨雨雨雨
・・・・朝焼朝焼朝焼朝焼けはけはけはけは雨雨雨雨
・・・・春秋春秋春秋春秋のののの東風東風東風東風はははは雨雨雨雨
・・・・西西西西がががが海鳴海鳴海鳴海鳴りするとりするとりするとりすると天気天気天気天気はははは悪悪悪悪くなるくなるくなるくなる
・・・・日日日日やややや月月月月がががが笠笠笠笠をかぶるとをかぶるとをかぶるとをかぶると天気天気天気天気くずれるくずれるくずれるくずれる
・・・・北風北風北風北風がががが南南南南にににに変変変変わるとわるとわるとわると雨雨雨雨、、、、南風南風南風南風がががが北北北北にににに変変変変わるとわるとわるとわると晴晴晴晴れれれれ
・・・・朝朝朝朝のののの雷雷雷雷はははは大雨大雨大雨大雨
・・・・山近山近山近山近くくくく見見見見えればえればえればえれば雨雨雨雨
・・・・３３３３日続日続日続日続いていていていて霜霜霜霜がががが降降降降ればればればれば必必必必ずずずず雨雨雨雨
・・・・遠遠遠遠くのくのくのくの音音音音がががが良良良良くくくく聞聞聞聞こえればこえればこえればこえれば雨雨雨雨
・・・・羊雲羊雲羊雲羊雲やうろこやうろこやうろこやうろこ雲雲雲雲がでるとがでるとがでるとがでると翌日雨翌日雨翌日雨翌日雨
・・・・日本晴日本晴日本晴日本晴れれれれ３３３３日続日続日続日続けばけばけばけば３３３３日以内日以内日以内日以内にににに雨雨雨雨となるとなるとなるとなる

－６－

（（（（３３３３）））） 風雨風雨風雨風雨がががが強強強強くなるくなるくなるくなる場合場合場合場合
・・・・青青青青いいいい夕焼夕焼夕焼夕焼けはけはけはけは大嵐大嵐大嵐大嵐

・・・・山山山山にににに笠雲笠雲笠雲笠雲がかかればがかかればがかかればがかかれば風雨風雨風雨風雨のののの前兆前兆前兆前兆
・・・・星星星星がしきりにまたたくとがしきりにまたたくとがしきりにまたたくとがしきりにまたたくと強風強風強風強風になるになるになるになる
・・・・大大大大うねりのうねりのうねりのうねりの波波波波はははは暴風雨襲来暴風雨襲来暴風雨襲来暴風雨襲来のののの兆兆兆兆しししし
・・・・海水濁海水濁海水濁海水濁りりりりてててて潮流急潮流急潮流急潮流急なればなればなればなれば近日暴風近日暴風近日暴風近日暴風ありありありあり
・・・・海鳥海鳥海鳥海鳥がががが騒騒騒騒がしくがしくがしくがしく舞舞舞舞いいいい立立立立ちちちち鳴鳴鳴鳴くときはくときはくときはくときは暴風近暴風近暴風近暴風近しししし
・・・・朝日朝日朝日朝日のののの出出出出ずるずるずるずる時時時時そのそのそのその色青色青色青色青くくくく見見見見ゆるはゆるはゆるはゆるは大風雨大風雨大風雨大風雨のののの兆兆兆兆しししし
・・・・上層上層上層上層のののの雲雲雲雲とととと下層下層下層下層のののの雲雲雲雲がががが相反相反相反相反してしてしてして飛飛飛飛ぶときはぶときはぶときはぶときは暴風雨暴風雨暴風雨暴風雨
・・・・日日日日のののの入入入入りにりにりにりに雲雲雲雲のののの色青色青色青色青くくくく見見見見えてえてえてえて雲多雲多雲多雲多くくくく重重重重なればなればなればなれば暴風暴風暴風暴風のののの兆兆兆兆しししし
・・・・冬期冬期冬期冬期、、、、海面海面海面海面にににに油油油油をををを流流流流したるがしたるがしたるがしたるが如如如如きききき日日日日あればあればあればあれば近近近近くくくく海荒海荒海荒海荒れありれありれありれあり
・・・・沖沖沖沖がががが高鳴高鳴高鳴高鳴りりりり（（（（沖合沖合沖合沖合がうなっているようなひびきがうなっているようなひびきがうなっているようなひびきがうなっているようなひびき））））するするするする時時時時はははは

海荒海荒海荒海荒れありれありれありれあり

（（（（２２２２）））） 天気天気天気天気がくずれるがくずれるがくずれるがくずれる場合場合場合場合

◎◎◎◎ 天気予報天気予報天気予報天気予報のののの事前確認事前確認事前確認事前確認
テレビテレビテレビテレビなどによりなどによりなどによりなどにより、、、、事前事前事前事前にににに確認確認確認確認をををを行行行行いいいい、、、、無理無理無理無理のののの
ないないないない計画計画計画計画をををを立立立立てましょうてましょうてましょうてましょう。。。。
◎◎◎◎ 最新情報最新情報最新情報最新情報のののの入手入手入手入手
携帯電話携帯電話携帯電話携帯電話などによりなどによりなどによりなどにより、、、、常常常常にににに最新最新最新最新のののの気象情報気象情報気象情報気象情報をををを
入手入手入手入手しましょうしましょうしましょうしましょう。。。。
◎◎◎◎ 気象気象気象気象のののの変化変化変化変化にににに注意注意注意注意
雲雲雲雲のののの動動動動きやきやきやきや、、、、風風風風のののの強強強強さなどさなどさなどさなど気象気象気象気象のののの変化変化変化変化にににに注意注意注意注意
しししし、、、、天気天気天気天気がががが悪悪悪悪くなりそうなくなりそうなくなりそうなくなりそうな時時時時はははは、、、、早期早期早期早期にににに避難避難避難避難ししししまままま
しょうしょうしょうしょう。。。。



天気天気天気天気にににに関関関関するするするする豆知識豆知識豆知識豆知識天気天気天気天気にににに関関関関するするするする豆知識豆知識豆知識豆知識
◎◎◎◎◎◎◎◎ 天気天気天気天気はははは西西西西からからからから東東東東へへへへ動動動動くくくく天気天気天気天気はははは西西西西からからからから東東東東へへへへ動動動動くくくく

◎◎◎◎◎◎◎◎ なぜなぜなぜなぜ日本海側日本海側日本海側日本海側でででで雪雪雪雪がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん降降降降るのるのるのるの？？？？なぜなぜなぜなぜ日本海側日本海側日本海側日本海側でででで雪雪雪雪がたくさんがたくさんがたくさんがたくさん降降降降るのるのるのるの？？？？

日本日本日本日本のののの上空上空上空上空にはにはにはには、、、、偏西風偏西風偏西風偏西風とととと言言言言うううう西西西西からからからから東東東東へへへへ強強強強いいいい風風風風
がががが吹吹吹吹いていていていていていていていて、、、、このこのこのこの風風風風のののの影響影響影響影響によりによりによりにより天気天気天気天気がががが西西西西からからからから
東東東東へとへとへとへと変変変変わりますわりますわりますわります。。。。
天気天気天気天気はははは、、、、１１１１日日日日１０００１０００１０００１０００ｋｍｋｍｋｍｋｍくらいくらいくらいくらい移動移動移動移動しますしますしますします。。。。時時時時
速速速速にするとにするとにするとにすると４０４０４０４０ｋｍｋｍｋｍｋｍ/h/h/h/h程度程度程度程度になりますになりますになりますになります。。。。

シベリアシベリアシベリアシベリアなどからなどからなどからなどから吹吹吹吹くくくく季節風季節風季節風季節風のののの影響影響影響影響ですですですです。。。。このこのこのこの

季節風季節風季節風季節風がががが日本海日本海日本海日本海をををを通通通通るときるときるときるとき水分水分水分水分をたっぷりとをたっぷりとをたっぷりとをたっぷりと含含含含

みみみみ、、、、日本列島日本列島日本列島日本列島のののの高高高高いいいい山山山山をををを越越越越えるときえるときえるときえるとき冷冷冷冷やされやされやされやされ、、、、

雪雲雪雲雪雲雪雲をををを発達発達発達発達させさせさせさせ日本海側日本海側日本海側日本海側にににに大雪大雪大雪大雪をををを降降降降らせますらせますらせますらせます。。。。

太平洋側太平洋側太平洋側太平洋側ではではではでは、、、、雪雪雪雪をををを降降降降らせたらせたらせたらせた後後後後のののの空気空気空気空気がががが山山山山をををを越越越越

えるのでえるのでえるのでえるので、、、、晴晴晴晴れたれたれたれた日日日日がががが多多多多くなりますくなりますくなりますくなります。。。。

海上保安庁海上保安庁海上保安庁海上保安庁のののの沿岸地域情沿岸地域情沿岸地域情沿岸地域情

報提供報提供報提供報提供システムシステムシステムシステム（（（（MICS））））

ではではではでは、、、、岬岬岬岬のののの灯台灯台灯台灯台でででで観測観測観測観測しししし

たたたた気象情報気象情報気象情報気象情報などなどなどなど海海海海にににに関関関関すすすす

るるるる情報情報情報情報をををを提供提供提供提供していますしていますしていますしています。。。。

（（（（気象気象気象気象データデータデータデータはははは３０３０３０３０分毎分毎分毎分毎

にににに更新更新更新更新していますしていますしていますしています。）。）。）。）

出出出出かけるかけるかけるかける前前前前やややや外外外外でのでのでのでの気象気象気象気象

確認確認確認確認にににに活用活用活用活用してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。




