
 あおぞら彩時記話題一覧  

201９年 

第１号 山火事を防ぎましょう 

第２号 みんなで防ごう土砂災害 

第３号 「２週間気温予報」を開始しました 

第４号 台風情報の今 

最終号 ５月の記録的な高温について 

201８年 

第１号 JETT 気象庁防災対策支援チーム 

第２号 大気光学現象のコラボ 

第２号 みんなで防ごう土砂災害 

第３号 北海道南西沖地震から 25 年！ 

第３号 JMA-MOT 気象庁機動調査班 

第４号 お天気フェア２０１８！ 

第５号 気象庁のスパコン！ 

第６号 青森県でも大きい地震は発生するの？ 

最終号 高解像度降水ナウキャストと降水短時間予報の違い 

 

201７年 

第１号 黄色いあいつがやってきた！ 

第１号 青森県を囲む海！ 

第２号 みんなで防ごう土砂災害 

第２号 日本海中部地震！ 

第３号 アメダスってどんなもの？ 

第４号 台風から身を守る！ 

第５号 災害危険度の高まりがみえる！ 

第６号 急な大雨・雷・竜巻に備える！ 

第７号 日照時間とは？ 

最終号 大気観測とは！ 

 

 



2016 年 

第 0２号 みんなで防ごう土砂災害 

第 0３号 降水量の単位などの話題 

第 0４号 お天気フェア２０１６ 

第 0５号 青森県内の火山について 

第 0６号 平成 28 年台風第 10 号による大雨、暴風、高波、高潮 

第 0７号 日照時間とは？ 

 

2015 年 

第 02 号 6 月は土砂災害防止月間です!! 

第 03 号 気象大学校の紹介 

第 03 号 突風が起こる前兆の空 

第 04 号 １９９１年台風第１９号 

 

2014年  

第01号 記録的な乾燥状態の4月でした  

第02号 みんなで防ごう土砂災害  

第04号 前線による大雨―平成26年8月5日～8日の状況―  

第04号 台風第11号による大雨―平成26年8月10日～11日の状況―  

第05号 前線による大雨―平成26年8月22日の状況―  

第06号 非常に不安定な天気―平成26年9月12日の状況―  

第07号 台風第18号による大雨―平成26年10月6日の状況―  

第 07 号 台風第 19 号による大雨―平成 26 年 10 月 14 日の状況― 

 

2013年  

第02号 みんなで防ごう土砂災害  

第04号 6月と7月の天候  

 

2012年  

第02号 みんなで防ごう土砂災害  

 



2011年  

第02号 6月は土砂災害防止月間です  

第05号 南極通信 ～第1号～  

第05号 お山参詣 光の帯  

 

2010年  

第01号 平成22年5月27日から気象警報・注意報を市町村ごとに発表します！  

第01号 タンポポ咲きました  

第02号 雷ナウキャスト～積乱雲に伴う激しい現象に対する新たな気象情報の提供～  

第02号 お日様が傘の準備？ ～日暈（ひがさ）の話～  

第03号 竜巻発生確度ナウキャスト  

第04号 紫外線  

第05号 もっとも暑かった夏  

第05号 台風第4号のまとめ  

第06号 携帯端末から市町村毎の気象警報・注意報  

第06号 岩木山の初冠雪  

第07号 今年の春から秋を振り返って  

 

 

2009年  

第01号 満開のソメイヨシノと雪  

第01号 5日先までの台風進路予報が始まります。  

第02号 ひょうが降りました  

第02号 みんなで防ごう土砂災害  

第03号 指定河川洪水予報ってなに？  

第03号 梅雨に関するQ&A  

第04号 青森県での太陽光発電  

第04号 二十四節気と青森の季節感  

第05号 高潮にご用心  

第05号 梅雨明けが特定できない  

第06号 今日の天気は、けむり！  

第06号 初霜・発氷 ～水が凍るのは何度？～  

第06号 50cmでも危険です ～津波に対する心構え～  



第07号 全国で一番暑かった！  

第07号 初冠雪  

 

2008年  

第01号 火の用心、マッチ一本、火事のもと―火災と気象―  

第02号 土砂災害の現状と対策  

第03号 「やませ」のとおり道  

第04号 土砂災害の防災情報について  

第06号 風をつかむ話  

第07号 今年の春から秋を振り返って  

 

2007年  

第01号 予報用語の改正について  

第02号 最近話題となっている二酸化炭素濃度の経年変化について  

第03号 緊急地震速報って、な～に？  

第04号 降雨による土砂災害について  

第06号 クローズ 八戸測候所10月無人化に  

第07号 今年の春から秋を振り返って  

 

2006年  

第01号 「三春」の里  

第02号 いつもの年は？ ―平年値のおはなし―（その１）  

第03号 過去の「ねぶた」祭り期間の天候  

第04号 今年の梅雨を振返る  

第04号 いつもの年は？ ―平年値のおはなし―（その２）  

第05号 ねぶた最高！ おもしぇがった！！  

第07号 今年の春から秋を振り返って  

 

2005年  

第01号 しょめい  

第02号 UV  

第03号 ひまわり―その１―  



第04号 太平洋高気圧は半永久的？  

第05号 ひまわり―その２―  

第06号 秋の足音 紅葉  

第07号 ―ことしの春から秋を振返って―  

 

2004年  

第01号 花見酒 雪見酒  

第01号 とっぷう・トップウ・突風―平均風速と瞬間風速―  

第02号 ビールよ今夜もありがとう  

第02号 父の日とアメダス―進化するアメダスシステム―  

第03号 天気予報と高層気象観測  

第03号 津波警報は2種類ある？！  

第04号 メルテミアの白い風  

第04号 震度とは？  

第04号 生物季節観測にみる気温変動との関わり  

第05号 台風の名前のはなし  

第06号 備えあれば憂いなし―気象台が発表する情報について―  

第07号 青森県における雷雨  

 

 

2003年  

第01号 気象入門第1回 気圧ってなあに？  

第01号 農業にみる気象のかかわり  

第01号 あれ！ 虹が逆さまに出ている？？？  

第01号 焼き肉焼いても・森焼くなっ。  

第02号 気象入門第2回 何℃だべ！今こそ明かそう気温のメカニズム！！  

第02号 赤い太陽の謎  

第02号 深い深～い地震の話  

第02号 【つゆ（梅雨）】と【やませ】  

第03号 気象入門第3回 降水ってなあに？  

第03号 夏の風物詩、入道雲のこわい顔―雷と短時間強雨―  

第04号 気象入門第4回 短時間強雨  

第04号 キバをむく土砂災害  

第04号 「お天気フェア」あおもり  



第05号 気象入門第5回 台風  

第05号 ちょっとだけ、台風の話！  

第06号 気象入門第6回 雪（積雪と降雪量の違い、観測方法等）  

第06号 今年の冷夏を振り返って  

第06号 海洋気象観測船のお話  

 

2002年  

第01号 季節はどれくらい早く進んでいるのか  

第01号 白く美しい魔性の霜  

第01号 気象入門 はれとくもりのちがい  

第02号 もうすぐ梅雨入り  

第02号 静かに忍びよる災害・ヤマセ  

第02号 気象入門 ぼくのハートは時々雨  

第03号 エルニーニョ現象  

第03号 気象入門 降水確率って何だ？  

第04号 青森空港発『夜霧よ今夜も･･･出ないでちょうだい！』  

第05号 台風について  

第06号 青森県内の浅い地震の特徴  

第06号 気象入門 天気予報の上手な利用法について  

第07号 「今年の暖候期の天候と稲作」  

第07号 平成14年（2002年）暖候期（4月～10月）のまとめ  


