Grammar NotesؙTopic 2 Lesson 3ؙSeasons and Weather

１．N に／イA- く／ナA- に なります
●ؙBasic sentence
3 াごろ、春に なります。
San-gatsu goro, haru ni narimasu.
Around March, it becomes spring.

3 াごろ、だんだん あたたかく なります。
San-gatsu goro, dandan atatakaku narimasu.
Around March, it becomes more and more warm.

こうえんが きれいに なります。
Kooen ga kiree ni narimasu.
The parks become pretty.

●ؙUse
Used when talking about the change in seasons or weather or other
things.

●ؙStructure
Nに
イA-く
ナA-に

なります

●ؙExample sentences
① 東京は ３াごろ、冬から 春になります。
Tookyoo wa san-gatsu goro, fuyu kara haru ni narimasu.
In Tokyo, around March, it turns from winter to spring.

② A：いつごろ あたたかく なりますか。
A: Itsu goro atatakaku narimasu ka.
A: When does it become warm?

B：３াごろ、だんだん あたたかく なります。
B: San-gatsu goro, dandan atatakaku narimasu.
B: Around March, it comes more and more warm.

③ 海が にぎやかに なります。
Umi ga nigiyaka ni narimasu.
The beach becomes lively.

●ؙCommentary
A. This sentence pattern is used for indicating changes in a situation.
B. 「N2に／イA-く／ナA-に」 indicates the condition that results after a
change.

２．N／イA-いの／ナA-なの が すきです／は すきじゃないです
●ؙBasic sentence
私は 夏が 好きです。
Watashi wa natsu ga suki desu.
I like summer.

私は あついのは 好きじゃないです。
Watashi wa atsui no wa sukijanai desu.
I don't like the heat.

●ؙUse
Used when talking about likes/dislikes about seasons or other things.

●ؙStructure
N2
N1

は

イA-い の
ナA-な の

が すきです
は すきじゃないです

●ؙExample sentences
① 私は 春が 好きです。
Watashi wa haru ga suki desu.
I like spring.

② 私は すずしいのが 好きです。
Watashi wa suzushii no ga suki desu.
I like the cool.

③ 私は にぎやかなのは 好きじゃないです。
Watashi wa nigiyakana no wa sukijanai desu.
I don't like when it's lively.

●ؙCommentary
A. This pattern is used for stating N1's likes and dislikes.
B. 「の」 nominalizes イA or ナA.

３．S１（りゆう） から、S２
●ؙBasic sentence
夏休みが ありますから、夏が いちばん 好きです。
Natsu-yasumi ga arimasu kara, natsu ga ichiban suki desu.
I like summer the best because it has summer vacation.

●ؙUse
Used when talking about the reason.

●ؙStructure
S1
（Reason）

から、

S2

●ؙExample sentences
① スキーが できますから、冬が 好きです。
Sukii ga dekimasu kara, fuyu ga suki desu.
I like winter because I can go skiing.

② くだものが おいしいですから、秋が 好きです。
Kudamono ga oishii desu kara, aki ga suki desu.
I like fall because the fruits are delicious.

③ A：好きな きせつは いつですか。
A: Sukina kisetsu wa itsu desu ka.
A: When is your favorite season?

B：春です。
B: Haru desu.
B: Spring.

A：どうしてですか。
A: Dooshite desu ka.
A: Why is that?

B：あたたかいのが 好きですから。
B: Atatakai no ga suki desu kara.
B: Because I like warmth.

④ 夏が いちばん 好きです。夏休みが ありますから。
Natsu ga ichiban suki desu. Natsu-yasumi ga arimasu kara.
I like summer the best. It's because it has summer vacation.

●ؙCommentary
A. 「から」 connects S1, which ends with the conjugation 「です／ます」 to
S2.（①②）
B. 「から」 indicates that S1 is the reason for what S2 expresses.
C. When asking the reason, 「どうしてですか」 is used.（③）
D. In cases when it is understood what S2 expresses, S2 is sometimes
omitted.（③）
E. In a conversasion, when the order of S1 and S2 are frequently
interchanged.（④）

