
No 中国語 ピンイン 日本語

1 实现 shíxiàn 実現する。
2 时限 shíxiàn 期限。
3 实现性 shíxiànxìng 実現性。
4 理想实现了 lǐxiǎng shíxiàn le 理想が実現した。
5 预言实现了 yùyán shíxiàn le 予言は実現された。
6 实现梦想 shíxiàn mèngxiǎng 夢を実現する。
7 实现愿望 shíxiàn yuànwàng 願望を実現する。
8 实现志向 shíxiàn zhìxiàng 志を遂げる。
9 我要实现梦想 wǒ yào shíxiàn mèngxiǎng 私は夢を実現するつもりだ。
10 祈祷梦想实现 qídǎo mèngxiǎng shíxiàn 夢が実現することを祈ります。
11 希望你能实现自己梦想 xīwàng nǐ néng shíxiàn zìjǐ mèngxiǎng あなたの夢が実現できることを願っています。
12 我期待着实现那个 wǒ qídàizhuó shíxiàn nàge 私はそれが実現することを期待します。
13 强烈祈祷的话就能实现 qiángliè qídǎo de huà jiù néng shíxiàn 強く願えば叶う。
14 你的梦想会实现的 nǐ de mèngxiǎng huì shíxiàn de あなたの夢はかなう。
15 你的愿望会实现的吧 nǐ de yuànwàng huì shíxiàn de ba あなたの願いは叶うでしょう。
16 我的梦想终于实现了 wǒ de mèngxiǎng zhōngyú shíxiàn le 私の夢はついに実現した。
17 实现自己的理想 shíxiàn zìjǐ de lǐxiǎng 自分の理想を実現する。
18 愿望得到了实现 yuànwàng dédào le shíxiàn 願いが実現した。
19 愿望能实现就好了 yuànwàng néng shíxiàn jiù hǎo le 願いが叶うといいな。
20 我相信愿望会实现 wǒ xiāngxìn yuànwàng huì shíxiàn 私は願いがかなうと信じています。
21 朝着实现 cháo zhe shíxiàn 実現に向けて。
22 朝着实现全体⼈⺠共同富裕不断迈进 cháo zhe shíxiàn quántǐ rénmín gòngtóng fùyù bùduàn màijìn 全ての⼈⺠の共同富裕の実現に向けて絶えず突き進む。
23 难以实现 nányǐ shíxiàn 実現が難しい。
24 目标将难以实现 mùbiāo jiāng nányǐ shíxiàn 目標は達成が難しいであろう。
25 还没有实现 hái méiyǒu shíxiàn まだ実現できていない。
26 事实 shìshí 事実。
27 成了事实 chéng le shìshí 〜が現実になる。
28 理想成了事实 lǐxiǎng chéng le shìshí 理想が現実になる。
29 可行 kěxíng 実行できる。実現可能だ。
30 可行性 kěxíngxìng 実現性。
31 可行的计划 kěxíng de jìhuà 実行可能な計画。
32 这个办法是可行的 zhège bànfǎ shì kěxíng de この方法は実行可能なものだ。
33 遂愿 suìyuàn 願いがかなう。
34 遂了他的愿 suì le tā de yuàn 彼の願いを叶える。
35 称心遂愿 chènxīn suìyuàn 思いどおりに願いがかなう。
36 未能遂愿 wèi néng suìyuàn まだ願いがかなっていない。
37 遂心 suìxīn 心にかなう。
38 如愿 rúyuàn 思いどおりになる。
39 如意 rúyì 思いどおりになる。如意(にょい)。
40 遂心如愿 suìxīn rúyuàn 願いがかなう。
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41 遂心如意 suìxīn rúyì 願いがかなう。
42 事事皆遂心如意 shìshì jiē suìxīn rúyì すべてがうまくいく。
43 称心 chènxīn 意にかなう。
44 称心如意 chènxīn rúyì 思い通りになって満足する。
45 工作称心如意 gōngzuò chènxīn rúyì 仕事が思い通りになる。
46 如愿以偿 rúyuàn yǐ cháng 願い通りになる。望みが叶う。
47 计划如愿以偿 jìhuà rúyuànyǐcháng 計画は思い通りになる。
48 不能如愿以偿的爱情 bùnéng rúyuànyǐcháng de àiqíng かなわぬ恋。
49 无望 wúwàng 望みがない。信望がない。
50 无望之恋 wúwàng zhī liàn かなわぬ恋。
51 心想事成 xīn xiǎng shì chéng 願いがかなう。成功を心に期す。
52 祝你万事如意, 心想事成 zhù nǐ wànshìrúyì, xīnxiǎngshìchéng 万事順調で、願い事がかないますように。
53 圆梦 yuánmèng 夢や理想が実現する。夢判断をする。
54 圆了大学梦 yuán le dàxué mèng 大学への夢がかなう。
55 请⼈圆梦 qǐng rén yuánmèng 夢判断をしてもらう。
56 兑现 duìxiàn 約束を果たす。手形や小切手などを現金に換える。
57 说话不兑现 shuōhuà bù duìxiàn 言ったことを実現しない。口約束を果たさない。
58 一力成全 yīlì chéngquán ある目的が実現するように全力を尽くして事に当たる。極力成就させる。

59 壮志未酬 zhuàngzhì wèichóu 大志はまだ実現していない。
60 郁郁不得志 yùyù bù dézhì 鬱々として志がかなえられない。
61 旧梦难圆 jiùmèng nán yuán 昔の夢は実現し難い。
62 宿愿得偿 sùyuàn décháng 宿願を果たす。
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