
No 中国語 ピンイン 日本語

1 精神世界 jīngshén shìjiè 精神世界。
2 心理学 xīnlǐxué 心理学。
3 心灵学 xīnlíngxué メタ心理学。
4 正念 zhèngniàn マインドフルネス。
5 正念内观 zhèngniàn nèi guān マインドフルネス。
6 正念认知 zhèngniàn rènzhī マインドフルネス。
7 冥想 míngxiǎng 瞑想する。
8 沉思默想 chénsī mòxiǎng 沈思黙考する。
9 深呼吸 shēnhūxī 深呼吸。
10 腹式呼吸 fù shì hūxī 腹式呼吸。
11 集中呼吸 jízhōng hūxī 呼吸に集中する。
12 杂念 zániàn 雑念。
13 私心杂念 sīxīn zániàn 利己的で不純な考え。
14 摒除杂念 bìngchú zániàn 雑念を払う。
15 烦恼 fánnǎo 思い煩う。煩悩。
16 精神统一 jīngshén tǒngyī 精神統一。
17 心静 xīnjìng 心が平静である。気持ちが落ち着いている。
18 心静神安 xīnjìng shén ān 心が静かに落ち着いている。
19 意识 yìshí 意識。
20 自我意识 zìwǒ yìshí 自意識。自己認識。
21 下意识 xiàyìshí 潜在意識。
22 潜意识 qiányìshí 潜在意識。
23 单一性 dān yī xìng 単一性。ワンネス。
24 同一性 tóngyī xìng 同一性。ワンネス。
25 统一性 tǒngyī xìng 統一性。ワンネス。
26 更高自我 gèng gāo zìwǒ ハイヤーセルフ。
27 伟大的存在 wěidà de cúnzài 偉大な存在。
28 预感 yùgǎn 予感。
29 讨厌的预感 tǎoyàn de yùgǎn 嫌な予感。
30 直觉 zhíjué 直覚。
31 灵感 línggǎn 霊感。インスピレーション。
32 心灵之眼 xīnlíng zhī yǎn 心眼。
33 第六感 dì liù gǎn 第六感。
34 脉轮 màilún チャクラ。
35 曼怛罗 màndáluō マントラ。
36 曼陀罗绘画 màntuóluó huìhuà マンダラ絵。
37 生命灵气 shēngmìng língqì 生気。
38 生命的气 shēngmìng de qì 生命の気。オーラ。
39 光环 guānghuán 輪。オーラ。
40 灵光 língguāng 後光。オーラ。
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41 灵气 língqì 霊気。
42 灵界 líng jiè 霊界。
43 灵魂 línghún 霊魂。魂。
44 前世 qiánshì 前世。
45 前生 qiánshēng 前世。
46 现世 xiànshì 現世。
47 来世 láishì 来世。
48 来生 láishēng 来世。
49 轮回转世 lúnhuí zhuǎnshì 輪廻転生。
50 开悟 kāiwù 悟る。
51 大彻大悟 dàchèdàwù 悟る。
52 醒悟 xǐngwù 目覚める。悟る。
53 达观 dáguān 達観する。悟る。
54 精神觉醒 jīngshén juéxǐng 精神覚醒。
55 灵性觉醒 língxìng juéxǐng 精神覚醒。
56 吸引力法则 xīyǐnlì fǎzé 引き寄せの法則。
57 想法决定活法 xiǎngfǎ juédìng huó fǎ 考え方が生き方を決める。
58 思考致富 sīkǎo zhìfù 思考は富をもたらす。思考は現実化する。
59 永垂不朽 yǒng chuí bù xiǔ 永遠に不滅である。
60 不生不灭 bù shēng bù miè 不生不滅。生じもせず滅びもせず常にある。
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