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※これは、 日本にやってくる台風のよくある例を示したものです。

　その時の気象条件によって、 台風の発生から消滅まではかなりの差があります。
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発達した台風。中心に穴（台風の目）が開いている。
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温帯低気圧に変わりつつある台風。日本付近の
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温帯低気圧になってからの方が、低気圧が発達して被害を

もたらすことがあるよ。強い風が吹く範囲も台風のころより

広がって、大雨や竜巻などが起きることもあるんだ！
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日本は台風の

　通り道なのよ～
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