
１．N ／イA ／ナA- です／でした、V- ます／ました

きのうは すごい でしたね。
Kinoo wa sugoi ame deshita ne.
Yesterday, the rain was very bad.

きのうは さむかったです。
Kinoo wa samukatta desu.
It was cold yesterday.

今 は いい天気に なりましたね。
Kyoo wa ii tenki ni narimashita ne.
The weather became nice today.

Used when talking about how the weather is/was.

Non-past Past Non-past Past

 N2です  N2でした  N2-じゃないです  N2-じゃなかったです

 ナAです  ナAでした  ナA-じゃないです  ナA-じゃなかったです

 イA-いです  イA-かったです  イA-くないです  イA-くなかったです

 Vます  Vました  Vません  Vませんでした

        Grammar Notes Topic 2 Lesson 4 Seasons and Weather

● Basic sentence

● Structure
Affirmative Negative

● Use

N1 は



① きょうの 天気は 晴れです。あしたは です。
Kyoo no tenki wa hare desu. Ashita wa ame desu.
The weather today is clear. It will rain tomorrow.

② A：きのうは ちょっと さむかったですね。
A: Kinoo wa chotto samukatta desu ne.
A: It was a little cold yesterday, wasn't it?

B：ええ、雪が よく ふりましたね。
B: Ee, yuki ga yoku furimashita ne.
B: Yeah, a lot of snow fell, didn't it?

③ A：あしたは ですか。
A: Ashita wa ame desu ka.
A: Will it rain tomorrow?

B：いいえ、 じゃないですよ。でも、たぶん ごごは ふりますよ。
B: Iie, amejanai desu yo. Demo, tabun gogo wa furimasu yo.
B: No, it won't rain. But, it may rain in the afternoon.

A. In the structure chart, "non-past" indicates the present or the future
situation.

● Example sentences 

● Commentary



２．V-て います

今、雪が ふっています。
Ima, yuki ga futte imasu.
It is snowing now.

Used when talking about the condition.

V-て います

● Basic sentence

● Structure

● Use



① どもが 雪だるまを 作っています。
Kodomo ga yuki-daruma o tsukutte imasu.
The children are making a snowman.

② 今、 が ふっています。
Ima, ame ga futte imasu.
It is raining now.

③ 雪が 1メートル つもっています。
Yuki ga ichi-meetoru tsumotte imasu.
One meter of snow has fallen.

④ 空が くもって います。
Sora ga kumotte imasu.
The sky is cloudy.

A. This sentence pattern indicates continuity of an action.（①②）

B. This sentence pattern indicates that the result of an action that has
been continued.（③④）

● Commentary

● Example sentences 


