
No 中国語 ピンイン 日本語

1 实行 shíxíng 実行する。実施する。
2 时行 shíxíng はやる。流行する。
3 实行力 shíxínglì 実行力。
4 实行计划 shíxíng jìhuà 計画を実行する。
5 不实行计划 bù shíxíng jìhuà 計画を実行しない。
6 实行改革 shíxíng gǎigé 改革を実行する。
7 实行新制度 shíxíng xīn zhìdù 新制度を実施する。
8 对托运行李实行安全检查 duì tuōyùn xíngli shíxíng ānquán jiǎnchá 預入荷物に対し、安全検査を行います。
9 坚决实行 jiānjué shíxíng 断固実行する。
10 断然实行 duànrán shíxíng 断固実行する。
11 强制实行 qiángzhì shíxíng 強制実施。
12 难以实行 nányǐ shíxíng 実行し難い。
13 实行委员会 shíxíng wěiyuánhuì 実行委員会。
14 实施 shíshī 法令や政策などを実施する。
15 实施计划 shíshī jìhuà 計画を実施する。
16 实施政策 shíshī zhèngcè 政策を実施する。
17 实施法律 shíshī fǎlǜ 法律を施行する。
18 实施新制度 shíshī xīn zhìdù 新制度を実施する。
19 实施灾害对策 shíshī zāihài duìcè 災害対策を実施する。
20 实施强行搜查 shíshī qiángxíng sōuchá 強制捜査を実施する。
21 实施经济制裁 shíshī jīngjì zhìcái 経済制裁を実施する。
22 付诸实施 fù zhū shíshī これを実施に移す。
23 断然实施 duànrán shíshī 断固実施する。
24 暂不实施 zàn bù shíshī 実施を見送る。
25 难以实施 nányǐ shíshī 実施し難い。
26 实现 shíxiàn 実現する。
27 实现计划 shíxiàn jìhuà 計画を実現する。
28 实现愿望 shíxiàn yuànwàng 望みを実現する。
29 愿望实现 yuànwàng shíxiàn 願いが叶(かな)う。
30 实现目的 shíxiàn mùdì 目的を果たす。
31 实现诺言 shíxiàn nuòyán 約束を果たす。公約を果たす。
32 实现工业化 shíxiàn gōngyèhuà 工業化を果たす。
33 实践 shíjiàn 実行する。履行(りこう)する。実践する。実行。履行(りこう)。実践。

34 理论和实践 lǐlùn hé shíjiàn 理論と実践。
35 理论与实践 lǐlùn yǔ shíjiàn 理論と実践。
36 实践诺言 shíjiàn nuòyán 約束を果たす。公約を果たす。
37 付诸实践 fù zhū shíjiàn これを実践に移す。
38 亲自实践 qīnzì shíjiàn 自分でやってみる。自ら実践する。
39 亲身实践 qīnshēn shíjiàn 身をもってやってみる。自ら実践する。
40 躬行实践 gōng xíng shí jiàn みずから実際に行なう。自ら実践する。
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41 躬亲 gōngqīn 自分でする。
42 事必躬亲 shì bì gōng qīn 何事によらず必ず自分でやる。
43 执行 zhíxíng 実施する。執行する。
44 执行能力 zhíxíng nénglì 執行能力。
45 执行计划 zhíxíng jìhuà 計画を実施する。
46 执行政策 zhíxíng zhèngcè 政策を実行する。
47 执行政务 zhíxíng zhèngwù 政務を執り行う。
48 执行公务 zhíxíng gōngwù 公務を執行する。
49 执行任务 zhíxíng rènwù 任務を遂行する。
50 执行命令 zhíxíng mìnglìng 命令を実行する。
51 执行法令 zhíxíng fǎlìng 法令を執行する。
52 执行死刑 zhíxíng sǐxíng 死刑を執行する。
53 立即执行 lìjí zhíxíng 即刻執行する。
54 强制执行 qiángzhì zhíxíng 強制執行。
55 强迫执行 qiǎngpò zhíxíng 強制執行。
56 强令执行 qiánglìng zhíxíng 強制執行。
57 难以执行 nányǐ zhíxíng 実施し難い。
58 执行部 zhíxíngbù 執行部。
59 执行机关 zhíxíng jīguān 執行機関。
60 执行委员会 zhíxíng wěiyuánhuì 執行委員会。
61 施行 shīxíng 法令を施行(しこう)する。実行する。実施する。
62 施行手术 shīxíng shǒushù 手術を実施する。
63 施行独裁政治 shīxíng dúcái zhèngzhì 独裁政治を執り行う。
64 施行新的规章制度 shīxíng xīn de guīzhāng zhìdù 新しい規則規程を実施する。
65 推行 tuīxíng 方法や政策などを広めて実行させる。普及させる。
66 推行国策 tuīxíng guócè 国策を遂行する。
67 推行新政策 tuīxíng xīn zhèngcè 新政策を行う。
68 推行⺠主化 tuīxíng mínzhǔhuà ⺠主化を推し進める。
69 落实 luòshí 実現させる。徹底させる。はっきりさせる。実情に合っている。心が落ち着く。

70 落实计划 luòshí jìhuà 計画を実行する。
71 落实政策 luòshí zhèngcè 政策を実現させる。
72 政策落实了 zhèngcè luòshí le 政策が実施された。
73 履行 lǚxíng 約束やなすべきことを履行(りこう)する。実行する。
74 履行手续 lǚxíng shǒuxù 手続きを行う。
75 履行诺言 lǚxíng nuòyán 約束を果たす。公約を果たす。
76 履行职责 lǚxíng zhízé 職責を遂行する。
77 履行合同 lǚxíng hétong 契約を履行(りこう)する。
78 履行义务 lǚxíng yìwù 義務を果たす。
79 不履行义务 bùlǚxíng yìwù 義務を怠る。
80 不履行债务 bùlǚxíng zhàiwù 債務の不履行(ふりこう)。
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81 进行 jìnxíng 行う。
82 进行改革 jìnxíng gǎigé 改革を行う。
83 进行手术 jìnxíng shǒushù 手術を行う。
84 进行调查 jìnxíng diàochá 調査を行う。
85 进行攻击 jìnxíng gōngjí 攻撃を行う。
86 举行 jǔxíng 催しなどを挙行する。実行する。
87 举行典礼 jǔxíng diǎnlǐ 式典を行う。
88 举行仪式 jǔxíng yíshì 儀式を執り行う。
89 举行会谈 jǔxíng huìtán 会談を行う。
90 举行球赛 jǔxíng qiúsài 球技の試合を行う。
91 举办 jǔbàn 行う。開催する。
92 举办展览会 jǔbàn zhǎnlǎnhuì 展覧会を行う。
93 举办欢迎会 jǔbàn huānyínghuì 歓迎会を催す。
94 颁行 bānxíng 公布し施行する。
95 颁行最新防疫政策 bānxíng zuìxīn fángyì zhèngcè 最新の防疫政策を公布し施行する。
96 只做不说 zhǐ zuò bù shuō ただするだけで語らない。不言実行。
97 只说不做 zhǐ shuō bù zuò ただ言うだけで実行しない。
98 光干不说 guāng gàn bù shuō ただするだけで語らない。不言実行。
99 光说不做 guāng shuō bù zuò ただ言うだけで実行しない。
100 光说不练 guāng shuō bù liàn ただ言うだけで実行の伴わない。
101 少说多干 shǎo shuō duō gàn 言葉少なく多くをする。不言実行。
102 多干少说 duō gàn shǎo shuō 多くを成し、言葉少ない。不言実行。
103 埋头苦干 máitóu kǔgàn 没頭し、ひたむきにする。不言実行。
104 说了不做 shuō le bù zuò 言ったことを実行しない。
105 说了不算 shuō le bù suàn 言ったことを実行しない。
106 说话算数 shuōhuà suànshù 言ったことに責任を持つ。有言実行。
107 言出必行 yán chū bì xíng 言ったことは必ず実行する。有言実行。
108 言必信, 行必果 yán bì xìn, xíng bì guǒ 言ったからには約束を守り、行なう以上はやり遂げる。
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