
ページ 箇所 誤 正 備考
15 上17行目 観測データがなれば 観測データがなければ ”け”を挿入
17 表1.1.1（b）  要素 水に換算した積雪楼 水に換算した積雪量 ”楼”を”量”に訂正
17 表1.1.1（b）*1 会場では 海上では ”会場”を”海上”に訂正
22 表1.2.2  名称 巻層 巻雲 ”層”を”雲”に訂正
23 表1.2.3 第2間接 第2関節 ”間接”を”関節”に訂正
23 表1.2.3 角度の説明 視覚 視角 ”覚”を”角”に訂正（3箇所とも）
25 下から9行目 成層圏（Stratoshere）・熱圏（(Thermosphere） 成層圏（Stratoshere）・中間圏（Mesosphere）・熱圏(Thermosphere） ”中間圏（Mesosphere）・”を挿入

31 上12行目 縁辺部に位置し、 縁辺部に位置し（図1.3.9）、 ”（図1.3.9）”を挿入
32 上12行目 寒冷前線に相当する。 寒冷前線に相当する（図1.3.13）。 ”（図1.3.13）”を挿入
36 下2行 得られているなどから 得られていることなどから "こと"を挿入
37 上1行目 トラフの通過が トラフの通過を ”が”を”を”に訂正
43 表1.4.1 高層 観測値 毎時衛生風 毎時衛星風 ”生”を”星”に訂正
49 上10行目 （3-1-2（4）参照） （3-1-2④参照） ”（4）”を”④”に訂正
50 上6行目 必要である。 必要がある。 ”で”を”が”に訂正
50 下から15行目 15時の 9時の ”15”を”9”に訂正
67 図1.6.10 可視画像（左）赤外画像（右） 赤外画像（左）可視画像（右） ”可視”を”赤外”に、”赤外”を”可視”に訂正
79 下から14行目 前線が上昇流 前線，上昇流 ”が”を”，”に訂正
79 下から3行目 等圧線850 等圧線，850 ”，”を挿入する
85 上から7行目 （図2.3.3）。 （図2.2.3）。 ”3”を”2”に訂正
90 下から1行目 形状をする（図2.2.14  左）。 形状になる（図2.2.14  左）。 ”をする”を”になる”に訂正
98 上から5行目 （図1.1.2参照） （図1.1.3参照） ”2”を”3”に訂正
102 図2.2.31 （2003年7月3日03時） （2003年7月4日03時） ”3”を”4”に訂正
111 上から7行目 注意な 注意しな ”し”を挿入
113 上から8行目 風速の強いところ探す 風速の強いところを探す ”を”を挿入
113 上から10行目 大きい領域あり。 大きい領域があり， ”が”を挿入
115 下から15行目 格子点値（GVP） 格子点値（GPV） ”GVP”を”GPV”に訂正
121 下から1行目 データそして航 データ，そして航 ”，”を挿入
135 図3.1.13  図の中の下側中央囲み内 850hPa面の等圧線 850hPa面の等温線 ”圧”を”温”に訂正
143 上から8行目 及ぼすことがある 及ぼすことがある。 ”。”を挿入
144 下から2行目 作成していている。 作成している。 ”いて”を削除
152 下から6行目 である， であり， ”る”を”り”に訂正
160 図4.2.3 自由モードの中ほど スパーセル型 スーパーセル型 ”ー”を挿入
161 上から17行目 走行 走向 ”行”を”向”に訂正
162 下から12行目 東日本の太平洋岸の 東日本の太平洋岸に ”の”を”に”に訂正
165 上から2行目 5480m 5460m ”5480を”5460”に訂正
176 上から10行目 19時のレーダーエコー 18時のレーダーエコー ”9”を”8”に訂正
176 下から3行目 また。 また， ”。”を”，”に訂正
177 下から4行目 実施しているおり， 実施しており， ”いる”を削除
179 下から3行目 膨大の 膨大な ”の”を”な”に訂正
186 下から1行目 南西から南東側 南西側 ”から南東”を削除
192 上から5行目 雨が降って曇のところがあるが、 雨が降って曇りのところがあるが、 ”り”を挿入
196 図5.2.7 檜山支所松前町 渡島支庁松前 ”檜山支所松前町”を”渡島支庁松前”に訂正
197 上から6行目 檜山 渡島 ”檜山”を”渡島”に訂正
197 上から13行目 また。閉塞点付近でも また，閉塞点付近でも ”。”を”，”に訂正
197 下から6行目 吹送距離が長いと 吹走距離が長いと ”送”を”走”に訂正
200 上から1行目 梅雨前線は南から始まり 梅雨入りは南から始まり ”前線”を”入り”に訂正
200 上から2行目 逆に梅雨明けは 梅雨明けも ”逆に”を削除。”は”を”も”に訂正
201 下から2行目 6月29日9時の 6月29日9時と21時の ”と21時”を追加
206 下から4行目 全国を368に分けた 全国を374に分けた ”368”を”374”に訂正
213 上から4行目 長く吹き続け（吹送時間），吹く時間が長ければ（吹送距離） 長く吹き続け（吹走時間），吹く時間が長ければ（吹走距離） ”送”を”走”に訂正
216 下から3行目 日本海からの対流雲 日本海からの対流雲が ”が”を挿入
219 上から1行目 cmを記録した。 cmの降雪を記録した。 ”の降雪”を挿入
226 表5.6.1  ポーラー口ーの構造 暖気核をもつ 寒気核をもつ ”暖”を”寒”に訂正
231 下から4行目 ①  10月10日9時の実況 ①  2001年10月10日9時の実況 “2001年“を挿入
236 下から3行目 17時以降はすで 17時以降はすでに ”に”を挿入
238 上から13行目 ④水の多い地域は ④降水の多い地域は ”降”を挿入
239 下から9行目 図5.  8.4 図5.8.4 ”5.”と”8”の間をつめる
242 下から2行目 850  hPa 850hPa ”850”と”hPa”の間をつめる
249 表中  上から3行目 水蒸気が凝固し 水蒸気が凝結し ”凝固”を”凝結”に訂正
253 上2行目 （a） 中層雲 （a） 上層雲 ”中”を”上”に訂正
254 ［付録2］図中 天気記号11、12（添付図） 天気記号11、12（添付図） 添付図参照
263 ［付録4］図中 アム□ル川   力ムチ□ツ力半島   フ□リピン アムール川   力ムチﾔツ力半島   フィリピン ”□”を”ー”、”ﾔ”および”ィ”に訂正

264 図中 □北日本□ □沖縄・奄美□ （北日本）  （沖縄・奄美） ”□”を”（”または”）”に訂正

269 付録8  風の強さと吹き方 非常に強い風（暴風） 非常に強い風 ”（暴風）”を削除

「天気予報のつくりかた』正誤表       （ver10.11.15）　　第２版の正誤を太字で追加しました。
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