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14. こちらなんかいかがですか。 

文法：Nなんか、～なんて、～なんかいない 

店員：いらっしゃいませ。 

男性：すみません。結婚指輪を探しているんですが…。 

店員：結婚指輪ですね。かしこまりました。どういったタイプのをお探しですか。 

男性：できるだけシンプルで、でもダイヤモンドがついているのがいいです。色は…。 

女性：ダイヤモンドなんてついてなくてもいいよ。高いと思うし。 

男性：でもダイヤの指輪が欲しいって言ってなかった？ 

店員：では、こちらなんかいかがですか。ダイヤモンドは小さめで、リングも細めなので可愛いかと思いますよ。 

女性：可愛い！でもペアでいくらぐらいなんですか。 

店員：こちらは、ダイヤモンドなしの男性の指輪と合わせて 10 万円です。 

女性：10 万円ですか！？そんなに安く買えるなんて、びっくりです。色は何色がありますか。 

店員：こちらは、シルバーとゴールドとピンクゴールドがございます。… 
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～なんか N ＋なんか／なんて／など 

 －It indicates that the speaker disparages and attaches little importance to it or emphasizes that feeling. Also, it’s often used to be humble. なんて andなど are also 

used. なんか andなんて are used in speaking, など is formal. 

  ①私の絵なんか見せないでください。 

  ②テレビなんかなくても、パソコンがあれば困りません。 

  ③ビリヤードなんて誰でもできると思っていましたが、難しかったです。 

  ④日本語能力試験の N3 なんか、ちゃんと勉強すれば簡単だよ。 

 

 －It’s used when gently suggesting another option to the listener. なんて andなど are also used. 

  ①こちらのワンピースなんかいかがでしょう。春らしくていいかと思いますが。 

  ②健康を維持したいんですか。じゃ、水泳なんてどうですか。 

  ③スープを作るなら、この肉なんかおいしくなると思いますよ。 

  ④祖父と祖母へのプレゼントなら、温泉旅行なんか 喜
よろこ

ばれますよ。 

  ⑤アートを始めたいなら、絵画教室に通うのなんてどう？ 
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～なんて ✖なんか、など 

 －It’s used to display surprise or concerning it, which is used in speaking. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞、N だ ＋なんて 

  ①こんなに美術館が近くにあるなんて、知りませんでした。 

  ②試験に一度で合格できたなんて、自分でもびっくりしました。 

  ③この辺りで強盗
ごうとう

事件があったなんて、30 年くらい住んでいるけど初めてのことです。 

 

 －It’s used when quoting with the meaning of “a thing like ~”, “a person like ~” etc. 

   【普通形】V、イ形容詞、ナ形容詞、N だ ＋なんて 

  ①上田さんが会いたいって言っていましたよ。 －え？上田さんなんて人、知りませんよ。 

  ②今週中には桜が開花するなんて言っていませんでしたか。 

  ③夜更
よ ふ

かしして寝坊
ね ぼ う

した…なんてことにならないようにしてください。 

 

 －It’s used to say “How ~!”. 

   なんて ＋ 形容詞、N 

  ①あらまぁ。なんてかわいい子犬でしょう。 

  ②お茶でやけどしたの？なんてばかなの。 

  ③なんて箸
はし

の持ち方をしてるのよ！恥ずかしいから直しなさい。 
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～なんかいない－It’s used when emphasizing that ~ is not true. なんて andなど are also used. 

   V て形＋なんかいない、イ形容詞いく＋なんかない、ナ形容詞／N＋なんかじゃない 

  ①目にゴミが入っただけで、泣いてなんかいませんよ。 

  ②このパソコンはちょっと遅いだけで、壊れてなんていないよ。 

  ③試合には負けたけどみんなで楽しめたから、落ち込んでなんかないよ。 

  ④彼と仲がいいですね。付き合っているんですか。 －いえいえ、恋人なんかじゃないですよ。 

 

問題 1.【「～なんか／なんて／など」（重要ではない）を使って、文を完成させなさい。】 

①          なんて、もう二度と                    ない。 

②          なんて、                    くらい簡単だ。 

③                   から、          なんか          ください。 

④          なんかつまらないよ。                    ほうがいいよ。 

⑤          など、                    なくてもいいですよ。 

⑥                                        。 
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問題 2.【「～なんか／なんて／など」（おすすめ）を使って、文を完成させなさい。】 

①               なんてどうですか。春の最新作ですよ。 

②               なんかどうですか。               におすすめですよ。 

③偉大な教授になりたいなら、               なんかどうですか。 

④有名な企業の面接の服装を迷ってるの？               なんかどう？ 

⑤               なら、               なんてどうですか。 

⑥                                        。 

 

問題 3.【「～なんて」（びっくり／心配）を使って、文を完成させなさい。】 

①本当ですか！？                    なんて知りませんでした。 

②                    なんて、ちょっとショックです。 

③え！？                    なんて...。 

④往復５時間もかかるのに、                    なんて。 

⑤                    、３日で返却しないといけないなんて。 

⑥                                        。 
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問題 4.【「～なんて」（～のような）を使って、文を完成させなさい。】 

①教授が                    なんて言ってなかった？ 

②                    なんて          は、聞いたことがない。 

③去年行った城…                    なんて名前だったかな。 

④新聞を見たんだけど、確か                    なんて記事があったような気がする。 

⑤                    なんてところがあったら、行ってみたいな。 

⑥                                        。 

 

問題 5.【「～なんて」（How ~!）を使って、文を完成させなさい。】 

①なんて                    観光スポットなの。 

②なんて気味が悪い                    なんだろう。 

③                              らしいよ。－なんて感情的な人なの。 

④                              。－なんて強力なテープなの。 

⑤                              。－なんて気の毒な状況なんだろう。 

⑥                                        。 
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問題 6.【正しい順番にしなさい。】 

①しばらく会っていない知人への               どう？ 

【１ 贈り物 ２ なんて ３ 紅茶セット ４なら】 

 

②岡田君とは、最近ずっと               いません。 

【１ 一緒に ２ 付き合って ３ いるが ４ なんて】 

 

③私は仕事が               しない。 

【１ だから ２ なんか ３ 結婚 ４恋人】 

 

④スープにするなら、               思いますよ。 

【１この肉 ２ と ３ なんか ４ いい】 

 

⑤お前               気持ちはわからないだろう。 

【１ なんか ２ 俺
おれ

 ３ に ４ の】 

 

⑥せっかくディズニーランドへ来たんだから、               よ。 

【１ じっと ２ なんか ３ いられない ４ して】 

 


