
Adverbes + なる / する 
 

1) Adv. + なる (devenir) 
 

大きくなる 
devenir grand 
(s’agrandir) 

 

さむくなる 
devenir froid 
(se refroidir) 

 
● En français on a deux expressions possibles, tandis qu’en japonais on aura 

seulement cette forme : Adv. + なる  
● Rappel : pour qualifier un verbe, on utilisera toujours un adverbe en japonais, jamais 

un adjectif.  
● Le verbe なる se conjugue de la manière suivante : 

 
généralité / futur 

なります / なりません 
 

passé 
なりました / なりませんでした 

 
présent 

なっています / なっていません 
 

● Quelques exemples : 
○ Adverbes en く 

 
Ça deviendra petit 
(il/elle rapetissera) 

小さくなります  
(forme polie) ちいさくなります 

 

小さくなる  
(forme neutre) ちいさくなる 

 
 

Ça deviendra léger 
(il/elle s’allègera) 

かるくなります 

かるくなる 
 



 
C’est devenu sale 

(ça s’est sali) 

きたなくなりました 

きたなくなった 
 
 

C’est devenu bien 
(ça s’est amélioré) 

よくなりました 

よくなった 
 

 

A - かぜはどうですか？ 
A- かぜはどう？ 

 
 

B - はい、よくなりました！ 
B - うん、よくなった！ 

 
 

○ Adverbes en に 
 

Il deviendra célèbre 

彼は有名になります 
かれはゆうめいになります 

 
 

Petit à petit c’est devenu calme 

少しずつしずかになりました 
すこしずつしずかになりました 

 
 

Le natto m’est devenu appréciable de plus en plus. 
(J’aime de plus en plus le Natto) 

なっとうがどんどん好きになりました。 
なっとうがどんどんすきになりました。 

 
 

2) Adv. + する  
 

● Le verbe する peut avoir 2 traductions différentes en fonction du contexte : “faire” ou 
“rendre”. 



● Rappel : Le verbe する se conjugue de la manière suivante : 
 

généralité / futur 
します / しません 

 
passé 

しました / しませんでした 
 

présent 
しています / していません 

 
● Quelques exemples : 

 
○ Adverbes en く 

 
大きくする　（おおきくする） rendre grand (agrandir), faire en grand 
新しくする　（あたらしくする） rendre neuf (rénover) 
長くする　　（ながくする） rendre long (allonger, rallonger) 
つよくする rendre fort (renforcer, fortifier), faire avec force 
よわくする rendre faible (affaiblir), faire de manière faible 

 
● Avec le verbe する, on a l’idée de faire quelque chose volontairement, tandis qu’avec 
なる on exprime plutôt un changement d’état qui peut être inconscient ou involontaire 

 
● Il y a quelques cas particuliers, par exemple :  

○ あつくする rendre chaud (réchauffer) 
○ Mais il existe déjà le verbe あたためる pour dire réchauffer, donc on utilisera 

plutôt celui-là 
○ つめたくする　être froid(e) / distant(e) (avec qqun) 
○ Pour dire refroidir on utilisera plutôt le verbe ひやす 

 
○ Adverbes en に 

 
しずかにする rendre calme / silencieux, faire calmement 
大事にする　（だいじにする） faire de manière importante (prendre soin) 
大切にする　（たいせつにする） faire précieusement (prendre soin) 
まじめにする faire sérieusement (être sérieux(se)) 
じゅうにする rendre libre (libérer), faire librement 
好きにする　（すきにする） faire de manière appréciable  

(faire comme on veut / aime) 
 

● ⚠ Attention, ne pas regarder les exemples suivants avant d’avoir fait l’exercice en 
fin de vidéo. 

 
○ Adv. + なる 

 
 



 
À partir de la semaine prochaine je vais être occupé(e). 

来週からいそがしくなります。 
らいしゅうからいそがしくなります。 

 
 

Il fait sombre. Allumons la lumière. 

くらくなりました。電気をつけましょう。 
くらくなりました。でんきをつけましょう。 

 
 

Ça devient lumineux. Éteignons la lumière. 

明るくなりました。電気をけしましょう。 
あかるくなりました。でんきをけしましょう。 

 
 

Je vends les livres qui sont devenus anciens. 

古くなった本を売ります。 
ふるくなったほんをうります。 

 
 

Je me suis amélioré(e) en guitare. 

ギターが上手になりました。 
ギターがじょうずになりました。 

 
 

Marie s’est améliorée petit à petit au piano, avec un entraînement tous les jours.  
マリーさんは、毎日のれんしゅうで、ピアノが少しずつ上手になりました。 

マリーさんは、まいにちのれんしゅうで、ピアノがすこしずつじょうずになりました。 
 
 

Devenez en forme rapidement. 
(Je vous souhaite un rétablissement rapide) 

早く、元気になってくださいね。(forme polie) 
はやく、げんきになってくださいね。 

早く、元気になってね。(forme neutre) 
はやく、げんきになってね。 

 
 

○ Adv. + する 
 

Je découpe les patates et je les fais en petit. 

じゃがいもを切って小さくします。 
じゃがいもをきってちいさくします。 



Il fait chaud n’est-ce pas ? Allumons la clim et rafraîchissons la chambre.  

あついですね。エアコンをつけて部屋をすずしくしましょう。 
あついですね。エアコンをつけてへやをすずしくしましょう。 

 
 

Ne faites pas de bruit ! 

うるさくしないでください。 
 
 

Faites du silence ! 
(Soyez silencieux) 

しずかにしてください！ 
 
 

Je rends propre le couloir. 
(Je nettoie le couloir) 

ろうかをきれいにします。 
 
 

Je sors l’oiseau de sa cage et je le rends libre. 
(Je sors l’oiseau de sa cage et je le libère.) 

鳥をかごから出して自由にします。 
とりをかごからだしてじゆうにします。 

 
 

● Le verbe 出す (だす) est un peu différent du verbe 出る (でる), même si on les traduit 
tous les deux par “sortir” en français. 

○ 出す : On sort quelque chose / Action réfléchie et volontaire 
■ 物をかばんから出す (ものをかばんからだす) Sortir un obj. d’un sac 
■ 羊を外に出します (ひつじをそとにだします) Je sors le mouton dehors. 

○ 出る : On sort d’un lieu / Action spontanée ou involontaire 
■ 店を出る (みせをでる) Sortir d’un magasin 
■ 土から水が出ます (つちからみずがでます) L’eau sort de la terre. 

 
 

Rendons importante / précieuse notre Terre. 
(Prenons soin de notre Terre) 

私たちのちきゅうを大切にしましょう。 
わたしたちのちきゅうをたいせつにしましょう。 

 

私たちのちきゅうを大事にしましょう。 
私たちのちきゅうをだいじにしましょう。 


