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22. 台風でバスが出ません。 

文法：～て／なくて、ないで、～で、～ので 

先生：みなさんにお知らせがあります。明日予定していた美術館の見学は、 

  台風でバスが出ないので行かないことにしました。ですので、明日は 

  どこにも行かないで、学校で映画を見ようと思っています。天気予報 

  では、あまり大きくないけど風が強いと言っていたので、学校に来る 

  時もじゅうぶん気をつけて来てください。学校に来る前に天気予報でチェックして、もし風や雨で学校に来ら 

  れなくなってしまった人がいたら、学校にれんらくをしてください。 

学生：先生。昼ご飯は持ってきたほうがいいですか。 

先生：お弁当が出るはずですが、かくにんしておきますね。 

学生：もし学校に来る途中で何かあって遅れたら、どうすればいいですか。 

先生：そうなるとあぶないので、ちゃんとニュースを見て、家族の人と相談してください。車でおくってもらっても 

  いいし、家で勉強することにしてもいいですよ。  
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～て－The first part of the sentence presents a cause, and the second part presents the consequence produced by the cause. But expressions containing 

volition (will, orders, invitation, and request) are not used in the latter part of the sentence. 

   【～て／～ないなくて】V、イ形容詞、ナ形容詞 

  ①ニュースを聞いて、びっくりしました。 

 ②新せきに会えなくて、さびしいです。 

 ③事故があって、バスが遅れました。 

 ④最近はあつくて、よく寝られません。 

 ⑤お金がなくて、何も買えません。 

 ⑥この料理は辛すぎて、ぜんぶ食べられません。 

  ×あぶなくて、さわらないでください。 →あぶないから／ので、さわらないでください。 

  ×寒くて、窓を閉めてもいいですか。  →寒いから／ので、窓を閉めてもいいですか。 

 

～ないで－It’s the same as ～なくて, which is for a cause or a reason. But ～なくて is often used. 

   V ない形ないで ★×ある（ない） 

 ①宿題をしないで、先生におこられました。 

 ②JLPT の試験に受からないで、かなしかったです。 

 ×お金がないで、何も買えません。 →お金がなくて、何も買えません。 
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★比べよう【～なくて vs ～ないで】 

 ～なくて ～ないで 

connection 【ないなくて】V、イ形容詞、ナ形容詞 V ない形ないで（×ある） 

cause 

reason 

宿題をしなくて、先生にしかられた。 △宿題をしないで、先生にしかられた。 

大きくなくて、見えない。 ×（形容詞） 

お金がなくて、何も買えない。 ×（ある） 

×あたたかくなくて、暖房をつけたい。（volition） × 

“without” ×はしを使わなくて、食べる。 はしを使わないで、食べる。 

alternative 

possibilities 
×今は何も食べなくて、後で食べる。 今は何も食べないで、後で食べる。 
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～で－It’s used for a cause of natural happenings, phenomena, or evens. But expressions containing volition (will, orders, invitation, and request) are not 

used in the latter part of the sentence. 

   N ＋で 

  ①三日間地震で動けなくなってしまいましたから、食べる物が何もありません。 

 ②火事で家がもえてしまいましたが、みんな無事でした。 

 ③病気で学校を休んだから、数学のテストを受けなくてもよかったです。 

 ×病気で学校を休みたいです。 

 ×台風で学校に来ないでください。 

 

～ので－It indicates a cause and a reason, which is same as ～から. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だな ＋ので 

 ①日本語がわからないので、英語で話してください。 

 ②パソコンがこわれたので、新しいパソコンを買いました。 

 ③今朝はニュースを見なかったので、その事故を知りませんでした。 

 ④東京の地下鉄は便利なので、地下鉄で色々なところへ行けます。 
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★比べよう【～ので（なので） vs ～から（だから）】 

 ～ので（なので） ～から（だから） 

conjugation 
【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞だな、N だな 

【ていねい形】 

【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞、N 

【ていねい形】 

meaning 
It presents a cause and an effect relationship as a natural 

course of events. (cause / writing / soft) 

It highlights a cause or a reason as an opinion or 

allegation. (reason / speaking / strong) 

cause このくつは大きいので、それのほうがいい。 このくつは大きいから、それのほうがいい。 

prohibitive 

imperative 

×危ないので、さわるな。 

×急いでいるので、早く食べろ。 

危ないから、さわるな。 

急いでいるから、早く食べろ。 

だろう～ 

（でしょう） 
×雨が降るだろうので、かさを持って出かける。 雨が降るだろうから、かさを持って出かける。 
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問題 1.  例：問題がむずかしい。だからわからない。→ 問題がむずかしくて、わかりません。 

①家族に会えない。だからさびしい。 

②試験に合格した。だからうれしかった。 

③ペットのねこが死んだ。だから悲しかった。 

④試験のことが心配だ。だから寝られない。 

⑤給料が少ない。だから貯金できない。 

 

問題 2.【正しい答えを選びましょう。】 

①明日は試験があるので、（寝なくて・寝ないで）勉強します。 

②母への誕生日ケーキは、（買わなくて・買わないで）自分で作ります。 

③駅まではとても近いので、車で（行かなくて・行かないで）歩いて行きます。 

④とまっているホテルに wifi が（なくて・ないで）、困っています。 

⑤疲れていたので、宿題を（しなくて・しないで）寝ました。 

⑥注文したドレスが（きれいじゃなくて・きれいじゃないで）、がっかりしました。 

⑦それを（使わなくて・使わないで）、これを使ってください。 

⑧台風が（来なくて・来ないで）、ほっとしました。 

⑨信号が（なくて・ないで）、自動車事故が起こってしまいました。 



7 
 N4[22]                              ©satominchi.com All Rights Reserved. Satomi.KK 

問題 3.【文を作りましょう。】 

①火事で、                    。 

②病気で、                    。 

③私の国は物価が高いので、                    。 

④ホームシックになってしまったので、                    。 

④コンビニに行った時パトカーがいたので、                    。 

⑤友達に約束をやぶられたので、                    。 

⑥花火大会に行くので、                    。 

⑦歴史が好きなので、                    。 

⑧                    、復習します。 

⑨                    、優勝できると思います。 

⑩                    、両替しなければなりません。 


