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24. 女性向けの服をメインに 

文法：～について、～に対して、～にとって、～として、～向け、～向き 

女性：今日のゲストは、来日してから有名デザイナーになったダニエルさんです。 

   よろしくお願いします。まずは、軽く自己紹介をしていただきましょう。 

谷川：よろしくお願いします。谷川ダニエルです。私は５年前に現在の妻と結婚す 

   るために日本に来て、デザイナーとしての活動を始めました。女性向けの服 

   をメインにデザインしています。 

女性：ありがとうございます。えっと、服のデザインをされているということですが、大変なことなどありますか。 

谷川：そうですね。男の僕にとっては難しいことも多くて、特に 10代向けの服だと、あまり肌を見せてはいけないとか 

   ショートパンツなのに短すぎるとか、日本人女性らしい服装のデザインをしないといけないので、色々苦労していま 

   す。女性の服に対する意見は国によっても大きく違いますし、流行も速く変わりますから。正直、日本人男性の服も 

   デザインするのは難しいですが、男性ほどデザインしやすくはありません。 

女性：そうですか。… 
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～について－It indicates a subject of conversation or discussion, which means “about ~”, as in “talk about ~”, “decide about ~”, “explain about ~” etc. 

   N ＋について 

  ①すみません。試験の申し込みについて聞きたいのですが…。 

  ②学校での集団生活について、思うことがたくさんあります。 

  ③海水の温度について、論文を書いているところです。 

  ④学生が校舎
こうしゃ

に落書
ら く が

きしたことについて話すために、先生と保護者が集まった。 

 

～に対して－It means “do something towards ~” or “have an attitude regarding ~”. It’ used to respond or refuse an opinion, problem, request, or demand. 

   N ＋に対して／に対し／に対する N 

  ①父の自分勝手な意見に対して、家族みんなが反対した。 

  ②目上の人に対しては、敬語を使いましょう。 

  ③新しく工場を作るため、近所の住民に対して理解を求めた。 

  ④最近、政府に対する批判
ひ は ん

が大きくなっている。 
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～にとって－It’s used to say how it’s seen or perceived from the point of view of ~. 

   N ＋にとって 

  ①私にとって彼は、いなくてはならない存在です。 

  ②あなたにとって、愛とは何ですか。 

  ③人間にとって象は怖い生き物ですが、ねずみにとって人間は怖い生き物です。 

  ④天候が不安定なのは、農家にとって深刻
しんこく

な問題だ。 

  ⑤エネルギー問題は人類
じんるい

にとって、大きな課題だ。 

 

～として－It’s used for a qualification, use or the like, which means “from the viewpoint of ~”, “in the role of~”, “as a ~” etc. 

   N ＋として／としての N 

  ①妹にもらったコップは、花瓶
か び ん

として使っています。 

  ②教師として当たり前のことをしただけです。 

  ③来月の新年会に、留学生の代表としてスピーチする予定です。 

  ④この地方はお茶の産地としてとても有名です。 

  ⑤登山家として、山に登らずにはいられない。 
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～向けだ－It’s used to say that something is made for a specific person or a group of people.  

   N ＋向けだ／向けに／向けの N 

  ①ここはとても静かで暮らしやすいので、独身者向けのアパートだ。 

  ②女性向けの雑誌は、コスメやファッションばかりでなくグルメの記事も多い。 

  ③当店では外国人向けに、英語で書かれている値札を使用しています。 

 

～向きだ－It’s used when to talk about inherent characteristics, which means “It’s good for ~.” 

   N ＋向きだ／向きの N 

  ①この映画は殺人シーンが多いので、子供向きの映画ではない。 

  ②クリスさんは太くて低い、声優
せいゆう

向きの声をしていますね。 

  ③この会社では必ずトレーニングを受けさせられるので、未経験者向きだ。 

 

★比べよう【～向け vs～向き】 

パターン 意味 例文１ 例文２ 

～向け その人のために作られている これはお年寄り向けのお菓子だ。 学生向けのアパートは安い。 

～向き その人にいいと考えられる これはお年寄り向きのお菓子だ。 ×学生向きのアパートは安い。 
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問題 1.【「～について」を使って、文を完成させなさい。】 

①                    について質問があるんですが、お時間よろしいですか。 

②                    について批判
ひ は ん

が多くあった。 

③                    について地域住民で話し合いが行われた。 

④          は、                    についてとても喜んだ。 

⑤          は、                    について重く受け止め、謝罪した。 

⑥                                        。 

 

問題 2.【「～に対して」を使って、文を完成させなさい。】 

①彼女は誰に対しても                              。 

②政府は国民に対し、                              。 

③私は                              に対する不満がある。 

④          の          に対する態度は、                    。 

⑤          に対する          について、                    。 

⑥                                        。 
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問題 3.【「～にとって」を使って、文を完成させなさい。】 

①私にとってなくてはならない存在は、                    です。 

②               にとっては、                    町は便利だ。 

③                    にとって、給料を減らされるのはつらい。 

④               は、     とってはいいですが、     にとってはよくないと思う。 

⑤               は、          にとって深刻
しんこく

な問題だ。 

⑥                                        。 

 

問題 4.【「～として」を使って、文を完成させなさい。】 

①昨日食べ切れなかったケーキを          として食べた。 

②100 均で歯ブラシを買ったが硬
かた

かったので、          として使っている。 

③保護者として、                    ないといけないと思う。 

④留学生の代表として、                              。 

⑤          として、                    ずにはいられない。 

⑥                                        。 
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問題 5.【「～向け」を使って、文を完成させなさい。】 

①この本は、                    向けに書かれている。 

②研究者向けの図書館には、                    がたくさんある。 

③女性向けのアパートは、                              。 

④          には、          向けと          向けがある。 

⑤          向けの          は、                    。 

⑥                                        。 

 

問題 6.【「～向き」を使って、文を完成させなさい。】 

①この本は                    から、          向きだと思う。 

②この仕事の募集条件には                    と書いてあるから、          向きだ。 

③この服はユニセックスだが、                    から、          向きだ。 

④          は          向きだが、          は          向きだ。 

⑤          向きの          を探しているなら、                    。 

⑥                                        。 
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問題 7.【正しい答えを選びなさい。】 

①インターネット（にとって・によって・として）、様々なビジネスができるようになった。 

②今日はみなさんに、この本（に対して・について・による）感想を書いてもらいます。 

③私（にとって・に対して・として）子供達は、一番の宝物です。 

④人（として・に対して・によって）、食事の楽しみ方はそれぞれだ。 

⑤この大学院には、中国やベトナム（にとって・として・といった）アジアの国の学生が多くいる。 

⑥家族（向け・向き・のために）の遊園地
ゆうえんち

には、必ずマスコットキャラクターがいる。 

⑦日本の文化（として・について・によって）書いてある資料があれば、私にください。 

⑧今回の台風（によって・について・にとって）、多くの家が被害
ひ が い

にあった。 

⑨前もって教科書を読んでおくのは、自習（にとって・として・について）はちょうどいい。 

⑩この漢字アプリは専門家（によって・として・に対して）作られたので、正確だ。 

⑪作曲するのも難しいが、作曲家（によって・として・にとって）成功するのはもっと難しい。 

⑫ハワイやグアムといったリゾート地が、日本人の新婚旅行先（にとって・について・として）人気があります。 

⑬町長は、町の住民（にとって・によって・として）ごみの再利用に協力して欲しいと演説した。 

⑭長く立ち続けるのが困難な人（によって・のために・向きに）作られた席を「優先席」と言う。 


