
No 中国語 ピンイン 日本語

1 特殊能力 tèshū nénglì 特殊能力。
2 特殊本领 tèshū běnlǐng 特殊な才能。特技。
3 超能力 chāonénglì 超能力。
4 特异功能 tèyì gōngnéng 超能力。
5 超级力量 chāojí lìliàng スーパーパワー。
6 超能力者 chāonénglì zhě 超能力者。
7 超自然能力的人 chāozìrán nénglì de rén 超能力者。
8 超感官知觉 chāo gǎnguān zhījué 超感覚性知覚。
9 预知未来 yùzhī wèilái 未来予知。
10 后瞻 hòu zhān 逆行認知。
11 心灵感应 xīnlíng gǎnyìng テレパシー。
12 心电感应 xīn diàn gǎnyìng テレパシー。
13 思想感应 sīxiǎng gǎnyìng テレパシー。
14 传心术 chuánxīnshù テレパシー。
15 他心通 tāxīntōng 他人の心を読む力。
16 念力 niànlì 念力。サイコキネシス。
17 意念力 yìniànlì 念力。サイコキネシス。
18 念动力 niàn dònglì サイコキネシス。
19 特异致动 tèyì zhì dòng サイコキネシス。
20 意念致动 yìniàn zhì dòng 念じて動かす。サイコキネシス。
21 心灵致动 xīnlíng zhì dòng サイコキネシス。
22 意念移物 yìniàn yí wù テレキネシス。
23 隔空移物 gé kōng yí wù テレキネシス。
24 隔空取物 gé kōng qǔ wù テレキネシス。
25 瞬间移动 shùnjiān yídòng テレポーテーション。
26 接触感应 jiēchù gǎnyìng サイコメトリー。物体に触れて情報を得る能力。
27 透视能力 tòushì nénglì 透視能力。
28 天眼通 tiānyǎntōng 千里眼。
29 读心术 dú xīnshù 読心術。
30 意念弯曲勺子 yìniàn wānqū sháozi スプーン曲げ。
31 意念弯曲叉子 yìniàn wānqū chāzi フォーク曲げ。
32 人体漂浮 réntǐ piāofú 人体浮遊。
33 悬停 xuán tíng 空中浮揚。
34 空中悬停 kōngzhōng xuán tíng 空中静止。
35 催眠术 cuīmiánshù 催眠術。
36 催眠术疗法 cuīmiánshù liáofǎ 催眠療法。
37 催眠术师 cuīmiánshùshī 催眠術師。
38 戏法 xìfǎ マジック。手品。
39 变戏法 biàn xìfǎ 手品をする。ごまかす。
40 变戏法儿 biàn xìfǎr 手品をする。ごまかす。
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41 幻术 huànshù 魔術。手品。
42 魔术 móshù 魔術。手品。
43 魔术师 móshùshī 魔術師。手品師。
44 魔朮演员 móshù yǎnyuán 手品師。
45 预言家 yùyánjiā 予言者。
46 先知先觉 xiānzhī xiānjué 先覚者。
47 通灵者 tōnglíngzhě 霊能者。
48 有通灵能力 yǒu tōnglíng nénglì 霊感がある。
49 灵媒 língméi 霊媒(れいばい)。
50 神通 shéntōng 神通力。神業(かみわざ)。
51 隐身能力 yǐnshēn nénglì ステルス能力。
52 隐形人 yǐnxíng rén 透明人間。
53 超人 chāorén 超人。スーパーマン。
54 变身能力 biàn shēn nénglì 変身能力。
55 拥有变身能力 yǒngyǒu biàn shēn nénglì 変身する能力を持っています。
56 蛮力 mán lì 怪力。馬鹿力。
57 大力气 dà lìqì 怪力。力を入れる。
58 大力士 dàlìshì 怪力の持ち主。
59 身体柔软的人 shēntǐ róuruǎn de rén 軟体の人。
60 大胃王 dàwèiwáng 大食漢。大食い。早食い。
61 海量 hǎiliàng 大酒飲み。酒豪。
62 奇迹 qíjì 奇跡。
63 奇迹般的 qíjì bān de 奇蹟的だ。
64 发生奇迹了 fāshēng qíjī le 奇跡が起きた。
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