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The te-form as conjunction 1

- joints two or more actions that take place in succession together 

“V1, and then V2, (and then V3)”  (sequential relation: Lesson 16)

毎朝 シャワーを あびて、新聞を 読んで、会社に 行きます。

夏休みに 東京へ 行って、おいしい 日本酒を 飲みました。

- indicates the action or state that accompanies another action 

“with …ing” “without …ing”  (attendant circumstance: Lesson 34)

おべんとうを 持って、山に 行きます。

今日 朝ご飯を 食べないで、大学に 来ました。



The te-form as conjunction 2
(“and so” - causal relation)

- indicates a reason for or cause of the result indicated in the second part

ゆびわを もらって、うれしいです。

The ① part:
Vて / （Vない）くて / （いadjい）くて / （なadjな）で

The ② part: non-volitional expression
- verbs or adjectives expressing emotions

ニュースを 聞いて、びっくりしました。
I was surprised to hear the news.

- verbs or other expressions expressing potential or state

忙しくて、なかなか 家族に 電話できません。
I am busy, and I cannot easily call my family.

① reason/cause   → ② result

I’m happy
to receive a ring.



The te-form as conjunction 2
(“and so” - causal relation)

- indicates a reason for or cause of the result indicated in the second part

ゆびわを もらって、うれしいです。

When the ② part is the speaker’s intention, order, invitation or request etc.

× 映画の チケットが 2まい あって、いっしょに 行きませんか。

○ 映画の チケットが 2まい ありますから、いっしょに 行きませんか。

× あぶなくて、中に 入らないで ください。

○ あぶないですから、中に 入らないで ください。

I’m happy
to receive a ring.

① reason/cause   → ② result



Two negative forms of  Vte … Vないで / Vなくて

- Vないで

めがねを かけないで、車を 運転します。(attendant circumstance)

ここで たばこを すわないで ください。“Do not …, please.”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Vなくて

バスが 来なくて、心ぱいしました。(causal relation)

明日は 大学に 来なくても いいです。“don’t have to …”



練 習

□教科書 P.115 問題B No.1

*安心します to be relieved     *びっくりします to be surprised   

*死にます（Ⅰ） to die     *悲しい sad

□教科書 P.115 問題B No.2

*はずかしい embarrassed, ashamed     *がっかりします to be disappointed   

れん しゅう

きょう か しょ もん だい

し かな

きょう か しょ もん だい



Adjectives -（いadjい）くて /（なadjな）で

- “and” (simple coordination: Lesson 16) 

山田さんは あたまが よくて、親切です。

ロンドンは にぎやかで、おもしろい町です。

- “and so” (causal relation)

土よう日は つごうが わるくて、行けません。
Saturday is not good for me, so I cannot go.

使い方が ふくざつで、わかりません。
Its way of using is complicated, so I don’t understand it.

Negative: よくなくて /にぎやかじゃなくて



練 習

□教科書 P.115 問題B No.3

*答えます（Ⅱ） to answer (a question) *じゃま（な） obstructive

*通ります（Ⅰ） to pass (along a street)

こた

とお

れん しゅう

きょう か しょ もん だい



練 習

□「…て/で」を 使って、文を 作りましょう。

1) 、うれしかったです。

2) 、つかれました。

3) 、夜寝られませんでした。

4) 、会議におくれました。

5) 、頭が痛くなりました。

ね

かい ぎ

あたま いた

れん しゅう



（Vて）くれて ありがとう。

…て/で よかったです。

（Vて）くれて ありがとう。 Thank you for doing …

手伝って くれて、ありがとう。

メールを 送って くださって、ありがとう ございました。

道を 教えて くださって、ありがとう ございました。

…て/で よかったです。 I’m glad that …

日本語を 勉強して、よかったです。

友だちが 元気に なって、よかったです。

雨が ふらなくて、よかったです。

(Vて）くれます … L24
(Vて）くださいます … L41



(N - natural phenomena/events) で

じしん（地震） earthquake かじ（火事） fire

つなみ（津波） tsunami, tidal wave じこ（事故） accident

たいふう（台風） typhoon こしょう（故障） breakdown

かみなり（雷） thunder びょうき（病気） illness

地しんで 家が こわれました。
My house were demolished in an earthquake.

たい風で 電気が 使えなく なって しまいました。
The electricity was cut off because of the typhoon.

事こで バスが おくれて、じゅ業に 間にあいませんでした。
The bus was late because of an accident, so I was late for the class.

(Vて) しまいました … L29

1. - emphasises that an action has been completed
2. - indicates a feeling of regret or disappointment 



練 習

□教科書 P.115 問題B No.4

*たおれます（Ⅱ） to fall down *大ぜい a great number (of people) 

れん しゅう

きょう か しょ もん だい


