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気象キャスターネットワーク 会員数 

 正会員 一般会員 学生会員 賛助会員 名誉会員 

2013年（12月末） 134 名 114 名 1 名 1 名 3 名 

2012年（12月末） 131 名 91 名 － 1 名 3 名 

 

出前授業活動 

活動名 2013年の実施数 実施地域 

「地球温暖化と新エネルギー／リサイクル」 

（シャープ株式会社 協働） 

194校 

(2013年度60校見込み) 
全国 

「日産わくわくエコスクール」 

（日産自動車株式会社協働） 

7校 

(2013年度4校見込み) 
神奈川 

「なるほど！お天気実験教室 

      ～フロンを知って 地球を守ろう～」 

（ダイキン工業株式会社 協賛） 

23校 

(2013年度19校見込み) 

東京・神奈川・ 

埼玉・広島・長野 

防災出前授業 

「空の教室 ～空と大地のメッセージを聞いて 

自然災害から身を守ろう～」 

（河川整備基金 助成事業） 

9校 

(2013年度10校見込み) 

北海道・東京・神奈川・愛知・

岐阜・大阪・広島・福岡 

台東区まなびのキャンパスプランニング 
20校 

(2013年度23校見込み) 
東京台東区 

その他 1校 京都 

合 計 254校  

 

イベント活動 

 活動名 実施日 場所 

岩手県 サイエンススクール ものづくり未来創造塾 

「地球の息吹、”風”に注目してみよう」 

2月 4日 

2月 7日 

2月 8日 

2月19日 

久慈市 

大船渡市 

釜石市 

宮古市 

国土交通省中国地方整備局 

防災パネル展「3.11東日本大震災を忘れない」 
3月11日、12日 広島市 

そなエリア東京 ゲリラ豪雨展イベント 

「空の教室～空からのメッセージをきいてゲリラ豪雨から身を守ろう！」 
3月16日 東京臨海防災公園そなエリア 

品川区 春の子ども環境学習講座 

「気象予報士から学ぼう～天気の不思議と環境」 

3月20日、23日、 

24日 
品川区環境情報活動センター 

信濃川大河津資料館 ゲリラ豪雨展イベント 

「空の教室 ～ゲリラ豪雨から身を守る～」 
4月21日 信濃川大河津資料館 

「親子で学ぶ防災教室 ～雨と雲のふしぎ～」 5月 5日 大阪市立科学館 

東京都水の科学館 イベント 

「天気のふしぎ ～空ってどんな色？～」 
5月 5日 東京都水の科学館 

「親子で学ぶ防災教室 ～雨と雲のふしぎ～」 

（河川整備基金 助成事業） 
6月 2日 豊橋市こども未来館ここにこ 

東京スカイツリー 七夕ライトダウン 7月 7日 東京 スカイツリー 

台東区 環境学習入門講座「夏の天気とエコな生活」 7月23日 
台東区環境ふれあい館 

ひまわり 

東日本大震災被災地支援イベント 

「楽しく学ぼう！お天気実験教室」 
7月27日 岩手県陸前高田市 

長岡まつり大花火大 

「空の教室 ～ゲリラ豪雨から身を守る～」 
8月3日 新潟県長岡市 

なごや環境大学 

「空の教室 ～雲のふしぎを学んで、キミも気象予報士だ！～」 
7月29日 ウィルあいち 

「日産わくわくエコスクール」 8月3日 国立科学博物館 
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気象庁こども見学デー「気象キャスター体験」 8月7日、8日 気象庁 

子ども環境ビデオレポート（地球環境基金 助成事業） 8月 8日 埼玉県羽生市 

台東区 環境学習入門講座「いろいろな天気のふしぎ」 8月 8日 
台東区環境ふれあい館 

ひまわり 

ドアラといっしょにわくわくeco & enjoy LIFE 一日夢体験 

「天気のふしぎ、水のふしぎを学んで、名古屋の暑さを吹き飛ばそう！」 
8月 9日 名古屋市東文化小劇場 

ＮＨＫサマースクール 

「こんなときどうする？～親子で学ぶ「ぼうさいダック」」 
8月10日 ＮＨＫ名古屋 

東京都水の科学館イベント「天気のふしぎ ～水のめぐみ～」 8月11日 東京都水の科学館 

親子サマーセミナー in 名古屋大学２０１３ 

「～天気のみかた～ 知って得する予報のヒミツ」 
8月12日 名古屋大学 

文京区 親子環境教室「いろいろな天気のふしぎ」 8月17日 文京区シビックセンター 

桐蔭横浜大学 おもしろ理科教室 親子向け気象教室 

「気象ｷｬｽﾀｰによる身近な天気や環境のおはなし」 
8月21日 桐蔭横浜大学 

ＮＨＫ防災パーク２０１３ 

「災害時に役立つ気象予報士からのメッセージ」 
8月25日 ＮＨＫ 

防災フェア２０１３「ゲリラ豪雨から身を守ろう！」 

  （河川整備基金 助成事業） 
8月31日、9月1日 六本木ヒルズ 

海の青と都市の緑を守るフェア２０１３ 

「観天望気～雲とことわざと天気予報～」 
8月31日 横浜港大さん橋国際客船ﾀｰﾐﾅﾙ 

始めよう！環境にやさしい交通行動 

「地球温暖化とエコなくらし」 
9月22日 明治神宮 

「日産わくわくエコスクール」 9月28日 横浜市中央図書館 

東日本大震災被災地支援イベント 

「楽しく学ぼう！お天気実験教室」 
10月 6日 宮城県東松島市 

子ども環境ビデオレポート（地球環境基金 助成事業） 10月12日 沖縄県漫湖水鳥湿地センター 

広島市スポーツレクレーションフェスティバル 10月13日 広島競技場ビックアーチ 

東京都水の科学館 イベント 

「天気のふしぎ ～秋のいろいろな天気～」 
10月14日 東京都水の科学館 

広島市江波山気象館 イベント 

「気象キャスターのトーク＆お天気クイズ」 
11月10日 広島市 江波山気象館 

子ども環境ビデオレポート（地球環境基金 助成事業） 11月23日 石川県輪島市民風車のとりん 

エコプロダクツ２０１３ 

環境ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾃｰｼﾞ「地球温暖化の最前線と私たちのﾗｲﾌｽﾀｲﾙ」 

環境省ブース内ステージイベント 

12月12日～14日 東京ビックサイト 

 

気象情報発信 

内容 URL 

熱中症予防情報 （大塚製薬株式会社 協働） http://www.weathercaster.jp/heat_stroke/ 

生活乾燥情報  （大塚製薬株式会社 協働） http://www.weathercaster.jp/dry_index/ 

山の天気予報  （株式会社ヤマテン 協働） https://i.yamatenki.co.jp/ 
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会員による講演活動 

ご依頼 内容 

大塚製薬株式会社 
健康気象セミナー  

夏（熱中症など）18回、冬（乾燥、花粉症など）5回 

三輪田学園 気象キャスターへの道 

富士電機愛知工業協同組合 天気予報の様々な利用 

大阪府砂防協会 災害から身を守るための気象情報 

クール・ネット東京 地球温暖化の現状 

株式会社テレコン 今更聞けない天気予報 

株式会社アトレ 身近な天気と地球環境の変化 

長野県塩尻市教育委員会 防災に役立つ気象講座～雲とことわざで天気予報にチャレンジ！～ 

シャープ株式会社 日本の天気の特徴と、気候変動によるライフスタイルの変化 

横浜市 身近な天気と地球環境の変化 

ブルームバーグ 異常気象と気候変動 

西三河工業用水道協議会 気候変動と水利用への影響 

地球温暖化対策地域協議会「MEAK」 身近な天気と地球環境の変化 

津気象台（気象庁） 身を守るための気象情報 

練馬区地球温暖化対策地域協議会 ちょっと変かな？最近の天気―天気の達人が貴方に語る― 

B&G財団 気象・海象と海辺の安全～天気予報、防災情報を活用する～ 

品川区 豪雨災害の科学～気象情報の上手な活用～ 

中日本高速道路(株)東京支社安全協議会 最近の天気の特徴と、暑さ・豪雨への備え 

日本空調システム 自然災害への備えと天気予報 

群馬県河川課 気象情報を活かした自然災害への備え 

気象衛星センター 近年の気象災害と新たな特別警報 

気象庁 特別警報と気象災害への備え 

信濃築堤護岸関連工事連絡会 気象情報を活かした自然災害への備え 

安城市 観天望気～雲とことわざと天気予報 

独立行政法人水資源機構 気候変動と水利用への影響 

日本環境教育フォーラム なるほどお天気講座～観天望気～雲とことわざから天気予報をしてみよう 

新宿区榎地区協議会 最近の天気の特徴と、気象災害への備え 

埼玉県・ダイキン工業株式会社 埼玉県環境コミュニケーション（草加市）～フロンを知って地球を守ろう 

「ESDの10年世界の祭典」推進フォーラム 防災教育と気候変動教育 

青梅市国際理解講座・青梅市教育委員会 空からのメッセージを聞いて、気象災害から身を守ろう 

小田急ビルサービス 異常気象と、天気予報の活用 

JICA 気象情報の伝達における気象キャスターの役割 

環境アスリート協会 アスリートと学ぶ環境教室 

愛知県・一般財団法人消防科学総合センター 災害から身を守るための気象情報 

豊川市立小坂井小学校 異常気象と地球温暖化 

大崎市・おおさき環境フェア実行委員会 天気の達人から見た地球温暖化～私たちが身近にできることは～ 

新宿かっぱ村 異常気象と地球温暖化について 

福島地方気象台 身を守るための気象情報 

横河電機株式会社 異常気象から見る地球温暖化の現状 

神奈川県企業庁企業局浄水課 気象変動と水利用への影響 
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埼玉県 いま気象に何が起きているのか～連続・頻発する異常気象、農業への影響と対応～ 

全国治水期生同盟連合会 多発する異常気象と気象情報 

環境省 気候変動に関するシンポジウムのパネリスト 

名古屋商工会議所基盤整備グループ 災害から身を守るための気象情報 

一般社団法人日本電気協会新聞部 天気の達人がみた2013年の天気～地球温暖化との関わりは？～ 

愛知県 私と天気・農地とのかかわり 

愛知用水土地改良区 気候変動と水利用への影響 

 

気象教育活動 

内容 時期・回数など 

気象キャスター育成講座 

ビギナーコース 3回（3～5月、6～8月、10～12月） 

マスターコース 3回（5～6月、9～10月、11～2014年1月） 

短期集中コース 大阪（2回）、名古屋、福岡 

個別指導コース 2回 

気象キャスター原稿講座 9回 

気象予報士試験講座 

学科一般コース 2回（5月～7月、11～12月） 

学科専門コース 2回（5月～7月、11～12月） 

実技コース 1回（11月～2014年1月） 

 

講座・研修会・見学会 

日程 内容 講師 

1月26日(土) 気象キャスター座談会  

2月23日(土) 2012/13年冬の天候の解説と暖候期予報資料の見どころ 藤川 典久 氏（気象庁） 

2月23日(土) 温暖化の影響と適応策、IPCCの内情や日本の研究最前線 三村 信男 氏（茨城大学） 

4月 6日(土) 天気予報で活用！撮影実技講習 町田 博祐 氏（テレビ局カメラマン） 

4月20日(土) 中国地方整備局との意見交換会・現地視察  

5月25日(土) 特別警報と防災気象情報の今後について 五十嵐 洋輔 氏（気象庁） 

6月29日(土) 地球温暖化と日本の気候～新たな予測結果から 及川 義教 氏（気象庁） 

9月21日(土) 台風予報について 野中 信英 氏（気象庁） 

10月24日(木) 異常気象と人類の選択 江守 正多 氏（国立環境研究所） 

 

その他の活動 

放送局における気象キャスター出演 

（2013年 出演実績） 

テレビ局 ＮＨＫ大阪放送局、ＮＨＫ金沢放送局、北海道文化放送、 

テレビ大阪、琉球朝日放送、三重テレビ放送 

ラジオ局 ＴＯＫＹＯ ＦＭ、秋田放送 

国際協力事業への参加 JICS サモア国「気象観測・災害対策向上計画」技術協力プロジェクト 

 


