
No 中国語 ピンイン 日本語

1 神 shén 神。
2 神仙 shénxian 仙人。
3 老天爷 lǎotiānyé 神様。
4 守护神 shǒuhù shén 守護神。
5 守护灵 shǒuhù líng 守護霊。
6 圣⺟ shèngmǔ 聖⺟。⼥神。
7 ⼥神 nǚshén ⼥神。憧れの⼥性。 巫⼥。
8 神⼥ shénnǚ ⼥神。娼婦。
9 男神 nánshén 憧れの男性。
10 向神祷告 xiàngshén dǎogào 神に祈る。
11 天哪！ tiān na 神様！ Oh, my God ！ 
12 天使 tiānshǐ 天使。
13 小矮人 xiǎo ǎirén 小人(コビト)。
14 巨人 jùrén 巨人。傑出した人。
15 仙子 xiānzi 妖精。天⼥。
16 仙⼥ xiānnǚ 天⼥。
17 精灵 jīngling 物のけ。精霊。妖精 。利口。
18 妖精 yāojing 化け物。妖怪。妖⼥。
19 ⼥妖精 nǚ yāojing 妖⼥。
20 小妖精 xiǎo yāojīng 若くて美しい娘。小悪魔 。
21 恶魔 èmó 悪魔。魔物。
22 邪魔 xiémó 悪魔。妖怪変化。
23 魔⻤ móguǐ 悪魔。化け物。邪悪な勢力。
24 ⻤子 guǐzi ⻤畜。外国人に対する憎悪をこめた蔑称。
25 凶神 xiōngshén 凶悪な神。極悪人。
26 恶煞 èshà 凶悪な神。
27 幽灵 yōulíng 精霊。亡霊。幽霊。
28 幽魂 yōuhún 幽霊。
29 灵魂 línghún 霊魂。魂。
30 僵尸 jiāngshī しかばね。ゾンビ。
31 丧尸 sàngshī ゾンビ。
32 怪兽 guàishòu 怪獣。モンスター。
33 魔法师 mófǎ shī 魔法つかい。
34 魔术师 móshù shī 魔術師。マジシャン。
35 祈祷师 qídǎo shī 祈禱師。
36 巫婆 wūpó ⼥の祈禱師。
37 ⼥巫 nǚwū 巫⼥(みこ)。魔⼥。
38 魔⼥ mónǚ 魔⼥。
39 ⼥妖 nǚyāo 魔⼥。
40 必杀技 bìshājì 必殺技。
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41 激光炮 jīguāng pào レーザー砲。
42 念力 niànlì 念力。
43 超能力 chāonénglì 超能力。
44 魔法 mófǎ 魔法。
45 咒语 zhòuyǔ 呪文。
46 咒文 zhòuwén 呪文。
47 符咒 fúzhòu まじない。
48 念咒 niàn zhòu 呪文を唱える。
49 护身符 hùshēnfú お守り。魔除け。
50 四次元 sìcìyuán 四次元。
51 四维 sìwéi 四次元。
52 时间机器 shíjiān jīqì タイムマシン。
53 时光机器 shíguāng jīqì タイムマシン。
54 航时机 hángshíjī タイムマシン。
55 外星人 wàixīngrén 宇宙人。
56 星球人 xīngqiúrén 宇宙人。
57 宇宙人 yǔzhòurén 宇宙人。
58 宇宙⻜船 yǔzhòu fēichuán 宇宙船。
59 不明⻜行物 bùmíng fēixíngwù UFO。
60 幽浮 yōufú UFO。
61 ⻜碟 fēidié UFO。フリスビー。
62 机器人 jīqìrén ロボット。
63 龙 lóng 龍。ドラゴン。
64 凤凰 fènghuáng 鳳凰。フェニックス。
65 麒麟 qílín 霊獣のキリン。
66 独角兽 dújiǎoshòu ユニコーン。
67 美人⻥ měirényú 人魚。マーメイド。
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