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1 对我来说有点儿难 duì wǒ lái shuō yǒudiǎnr nán 私にとっては、少し難しい。
2 对我来说, 中文不容易 duì wǒ lái shuō, zhōngwén bù róngyì 私にとって中国語は簡単ではありません。
3 对我来说都一样 duì wǒ lái shuō dōu yīyàng 私にとっては、どれも同じ。
4 对我来说, 只是零花钱 duì wǒ lái shuō, zhǐshì línghuā qián 私にとっては、お小遣い程度にすぎない。
5 对于我来说他就像父亲一样 duìyú wǒ lái shuō tā jiù xiàng fùqīn yīyàng 私にとって彼は父親のようなものです。
6 对我来说, 音乐是灵魂的完美表现 duì wǒ lái shuō, yīnyuè shì línghún de wánměi biǎoxiàn 私にとって、音楽は魂の完璧な表現です。
7 这点小事对我来说太微不足道了 zhè diǎn xiǎoshì duì wǒ lái shuō tài wēibùzúdào le こんな小さなことは私にとってはとるに足らないことだ。
8 理想对我来说, 有一种非凡的魅力 lǐxiǎng duì wǒ lái shuō, yǒu yī zhǒng fēifán de mèilì 理想は私にとって並外れた魅力があります。
9 对自己来说是非同小可的失败 duì zìjǐ lái shuō shì fēitóngxiǎokě de shībài 自分にとってはただごとでない失敗です。
10 对你来说, 幸福是什么? duì nǐ lái shuō, xìngfú shì shénme あなたにとって幸せとは何ですか。
11 时尚对你来说重要吗? shíshàng duì nǐ lái shuō zhòngyào ma あなたにとってファッションは重要ですか。
12 对你来说, 成功意味着什么? duì nǐ lái shuō, chénggōng yìwèizhe shénme あなたにとって成功は何を意味する。
13 希望今天对你来说是美好的一天 xīwàng jīntiān duì nǐ lái shuō shì měihǎo de yītiān あなたにとって今日が素敵な１日でありますように。
14 现在才发现我的爱对你来说都是多余 xiànzài cái fāxiàn wǒ de ài duì nǐ lái shuō dōu shì duōyú 今、私の愛はあなたにとってすべてが余計であることに気が付いた。

15 你对我们来说是特别的朋友 nǐ duì wǒmen lái shuō shì tèbié de péngyou あなたは私たちにとって特別の友達です。
16 对我们来说非常重要 duì wǒmen lái shuō fēicháng zhòngyào 私たちにとって非常に重要。
17 对于我们来说笑容很重要 duìyú wǒmen lái shuō xiàoróng hěn zhòngyào 私たちに笑顔は大切だ。
18 瓶装水对我们来说很方便 píngzhuāng shuǐ duì wǒmen lái shuō hěn fāngbiàn ボトル入りの水は私たちにとって非常に便利です。
19 这样的局面对我们来说是不利的 zhèyàng de júmiàn duì wǒmen lái shuō shì bùlì de この局面は私たちにとって不利だ。
20 那对于他们是件好事 nà duìyú tāmen shì jiàn hǎoshì それは彼らにとってよいことです。
21 对于人类来说, 地球就是家 duìyú rénlèi lái shuō, dìqiú jiùshì jiā 人類にとって地球は家です。
22 对于老年人来说, 健康最美 duìyú lǎoniánrén lái shuō, jiànkāng zuì měi 高齢者にとって、健康は最も美しい。
23 对于年轻人来说, 教育很重要 duìyú niánqīng rén lái shuō, jiàoyù hěn zhòngyào 若者にとって、教育は重要です。
24 笼子对狗来说真的是必要的吗? lóngzi duì gǒu lái shuō zhēn de shì bìyào de ma ケージは犬にとって本当に必要ですか。
25 对于公司职员来说能拿到休假很开心 duìyú gōngsī zhíyuán lái shuō néng ná dào xiūjià hěn kāixīn 会社員にとって休みをもらうのは嬉しいことです。
26 这对他毫无帮助 zhè duì tā háo wú bāngzhù これは彼にとって何のためにもならない。
27 没你的好儿 méi nǐ de hǎor あなたにとっていいことはない。
28 没你什么好儿 méi nǐ shénme hǎor あなたにとって何もいいことはない。
29 这样下去对你没好处 zhèyàng xiàqù duì nǐ méi hǎochù こうしているとあなたにとって無益だ。
30 我觉得对你并非坏事 wǒ juéde duì nǐ bìngfēi huàishì あなたにとって悪い話ではないと思う。
31 对自己的将来有益 duì zìjǐ de jiānglái yǒuyì 自分の将来にとって有益。
32 那对我不方便 nà duì wǒ bù fāngbiàn それは私にとって都合がよくない。

〜にとって
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