
＃ロシャオヘイで学ぶ中国語 キャラ名の発音に挑戦！ 001 羅小黑 009 風息 017 雲飛
罗小黑 风息 云飞
Luó Xiǎohēi Fēngxī Yúnfēi

002 嘿咻 010 洛竹 018 三叔
©2012,2021 HMCH Anime Co.,Ltd 嘿咻 洛竹 三叔

Hēixiū Luòzhú Sānshū

003 無限 011 虛淮 019 山新
无限 虚淮 山新
Wúxiàn Xūhuái Shānxīn

004 羅小白 012 天虎 020 (小)皇受

罗小白 天虎 (小)皇受
Luó Xiǎobái Tiānhǔ (Xiǎo)Huángshòu

005 阿根 013 小白媽媽 021 諦聽
阿根 小白妈妈 谛听
Āgēn Xiǎobái māma Dìtīng

006 李清凝 014 小白爸爸 022 鷹犬
李清凝 小白爸爸 鹰犬
Lǐ Qīngníng Xiǎobái bàba Yīngquǎn

007 老君 015 比丟 023 炎帝
老君 比丢 炎帝
Lǎojūn Bǐdiū Yándì

008 玄離 016 爺爺 024 幕斯
玄离 爷爷 幕斯
Xuánlí Yéye Mùsī

索引

藍渓鎮では玄离が、
ウェブアニメでは諦聴
が主人の様子

quanはq＋üan
qは有気音

老君と碁するが勝った

ことはない

yanはian

漫画家３人組、褐色肌
で角がある妖精、幕星
社からの友情出演

siはs＋ɿ

誰かの若かりし頃、玄
离と出会う

yunはün

小白家の関係者、話さ
ない、大工から裁縫ま
でこなす

uは隠れた難敵

小白の友達、ゲームが
得意、小皇の飼い主

nは案内のン

山新の飼い猫、小黑に
恋？？してる

この小は親しみを
込めたケース

雨が嫌い、定心镜を
持っている、虚淮は友
達、虚淮より年上

tは有気音

君閣に30年引きこも
る、オタク、三柱神の
一人

junはj＋ün

清凝から狗哥と呼ばれ
る、字が読めない

xuanはx＋üan

フーシー:霊属性-木、
生霊系-強奪

eの発音に注意

黒ネコの妖精。霊属性
は金属性と空間系。6
歳。

漢字「黒」に注意

小黒の尾、分裂した1つ
で猫状態小黒に化けら
れる

黑hēi/咻xiuとも
xiuはx＋iou

ムゲン:霊属性-金 空間
系-己界

wuはu

小白のおじいちゃん

yeはie

いつも新聞を読んでい
て素顔は不明

第四声の後の軽声
は低い

食べたものと同じ色に
変色、食べ物によって
は巨大化し暴走

diuはd＋iou

ロジュ:霊属性-木

uは隠れた難敵

シューファイ:冷静沈
着、霊属性-氷。実力は
高いが劇場版では相手
を間違える

xuはx＋ü

テンフー:霊属性-火、
風息らと生活、体は大
きいが、年齢的には弟

aの発音に注意

いつも顔にパックをし
ている

第一声の後の軽声
は普通の高さ

登場時10歳のヒロイ
ン、素直で優しく好奇
心旺盛

小白で本名

小白のいとこ、本人曰
く隠居中

戦乱期に老君と出会い
医学の道へ

qは有気音

半三声(第三声)第二声第一声 第四声 声調
ﾌｧ 5

ド 3

ソ 1 高くを意識 見た目以上に急角度
まず半三声を 出だしを強め



025 阿先 033 千針 041 大吉 049 057 龍岩 065 托比
阿先 千针 大吉 satan 龙岩 托比
Āxiān Qiānzhēn Dàjí Lóngyán Tuōbǐ

026 壇九 034 酒仙 042 小吉 050 保險男 058 大志 066 阿顯
坛九 酒仙 小吉 保险男 大志 阿显
Tánjiǔ Jiǔxiān Xiǎojí Bǎoxiǎnnán Dàzhì Āxiǎn

027 卡里 035 花精靈 043 阿伯 051 彼爾德 059 阿龍 067 村長
卡里 花精灵 阿伯 彼尔德 阿龙 村長
Kǎlǐ Huājīnglíng Ābó Bǐ'ěrdé Ālóng Cūnzhǎng

028 禿貝 036 粉末 044 羽毛球(俠) 052 黄溜溜 060 三三 068 大壯
秃贝 粉末 羽毛球(侠) 黄溜溜 三三 大壮
Tūbèi Fěnmò Yǔmáoqiú(xiá) Huángliūliū Sānsān Dàzhuàng

029 二雲 037 虎妞 045 貓渣 053 冬冬 061 小睿 069 雀兒姐
二云 虎妞 猫渣 冬冬 小睿 雀儿姐
Èryún Hǔniū Māozhā Dōngdōng Xiǎoruì Què'érjiě

030 青丘 038 七果 046 狗剩 054 葵紙 062 亂步 070 呱呱
青丘 七果 狗剩 葵纸 乱步 呱呱
Qīngqiū Qīguǒ Gǒushèng Kuízhǐ Luànbù Guāguā

031 府先生 039 木落仙人 047 肥啾 055 涅帕 063 革少 071 王先生
府先生 木落仙人 肥啾 涅帕 革少 王先生

Fǔ xiānsheng Mùluò xiānrén Féijiū Nièpà Géshǎo Wáng xiānsheng

032 破老 040 精靈龍 048 勃勃 064 硫酸 072 趙大夫
破老 精灵龙 勃勃 ＭＴ 硫酸 赵大夫
Pòlǎo Jīnglínglóng Bóbo Liúsuān Zhào dàifu

彼尔德に抱きかかえら
れている黄色い雛

liuはl＋iou

藍渓鎮の案内役、右頬
に傷跡

wangはuang

三和堂の医者、グレー
口髭の人、眉毛が長い

大はdàではない

ゲーム衆生之門のプレ
イヤーLV134、マスク

liuはl＋iou

ゲームのプレイで能力

が開花した様子、鸠老
の弟子となった様子

zhiはz＋ʅ

大吉家の犬、猫渣とは
良きライバル

eの発音に注意

恋の行方はいかに…な
鳥

jiuはj＋iou

自称好青年でいつも煙
草を咥えている

第二声の後の軽声
は普通の高さ

品種不明の巨大な勃勃
の愛犬

保険のセールスマン、
見た目はイケメン

xianのaの発音注意

鳥の娘、黄溜溜と一緒
にいる

’は隔音符号
eの発音に注意

ゲーム衆生之門のプレ
イヤーLV？、弓

xianのaの発音注意

清凝の故郷の村長、清
凝とともに藍渓鎮に辿
り着く

cunはc＋uen

村長の息子、清凝の兄
的存在、清凝とともに
藍渓鎮に辿り着く

清凝の姉的存在、清凝
とともに藍渓鎮に辿り
着く、瞳の色が緑

queはq＋üe

清凝の故郷のお姉さ
ん、ふくよかな人(？)

映画にもでてる、竜骨
を被った人

ゲーム衆生之門のプレ
イ ヤ ー LV.145 、 リー
ダー

nは案内のン

ゲーム衆生之門のプレ
イヤーLV142、猫耳帽子

ruiはr＋uei

ゲーム衆生之門のプレ
イヤーLV129、マント

歩の漢字に注意

スイカ売りのポッチャ
リ、ケンカ愛好者

執行人と思われる、
ウェブアニメでは墜落
する飛行機を助ける

山新、小白と衆生の門
で遊ぶ約束をする

kuiはk＋uei
zhiはz＋ʅ

ネパ:食人豹、霊属性-
火炎、後に会館に加入

pは有気音

ゲーム衆生之門のガイ
ド

衆生の門をプレイして
いるアバター

yanはian

ゲーム衆生之門のプレ
イヤーLV127、巨大手裏
剣

tは有気音

ゲーム衆生之門のプレ
イヤーLV137、帯刀

eの発音に注意

無口な棍棒の名手、酒
好き

jiuはj＋iou

美しい花の精霊，思考
共有ができる

hは喉の奥を使う

萌々な花の精霊

fもmも唇音

軍師、目を開けない，
実力者

qiuはq＋iou

正式には“東北虎”、
荒くれもの

fuは唇を使う

隠密の体術の師範、優
雅な雰囲気を持つ

pは有気音

独特な話し方する剣

客、人と妖精を判別で

きない

qは有気音

漫画家３人組、幕星社
からの友情出演

xianのaの発音注意

漫画家３人組、幕星社
の一人

jiuはj＋iou

妖霊会館の館長、会館
内最弱だが商才は最強

３＋３の変調

深山に行くために阿根
が呼んだ精霊獣

ngは案外のン

粉末の親友、男気があ
る樹の精霊

qは有気音

木系の白髭老神仙、実
力は高い

rは捲舌音

粉末が乗ってる動物、
種族不明

niuはn＋iou

妖霊会館のコンシェル
ジュ、自ら手は出さな
いが実力がある

tは有気音

会館の受付

erは反り舌母音
yunはün

大吉の弟、いつも何を
食べている

前半は半三声を保
つ

村の農夫、雨雪雹でも
耕し続けて100年

東洋の神秘的な力でバ
トミントンの羽を操る

yuはü
qiuはq＋iou

村のボス猫、厳つい外
見とは裏腹に…

１＋１でも同じ高
さとは限らない



073 錢大夫 081 恆娥仙子 089 閻明 097 兆岳 105 肉山 113 (椿と鯤)
钱大夫 恒娥仙子 阎明 兆岳 肉山 (椿と鲲)
Qián dàifu Héng'é xiānzi Yánmíng Zhàoyuè Ròushān (ChūnとKūn)

074 孫大夫 082 一凡仙人 090 風華 098 天介 106 葉子 114 流藏
孙大夫 一凡仙人 风华 天介 叶子 流藏
Sūn dàifu Yīfán xiānrén Fēnghuá Tiānjiè Yèzi Liúzàng

075 盧 083 鐵根 091 七刀 099 花輪 107 阿赫 115 飛天毯獸
卢 铁根 七刀 花轮 阿赫 飞天毯兽
Lú Tiěgēn Qīdāo Huālún Āhè Fēitiān tǎnshòu

076 鄭括 084 老先生 092 姝玥 100 潘靖 108 閔先生
郑括 老先生 姝玥 潘靖 闵先生
Zhèngkuò Lǎo xiānsheng Shūyuè Pānjìng Mǐn xiānsheng

077 顧 085 北河 093 那伽 101 羽夕 109 毛毛
顾 北河 那伽 羽夕 毛毛
Gù Běihé Nàgā Yǔxī Máomao

078 片 086 興皇帝 094 若水 102 逸風 110 紫羅蘭
片 兴皇帝 若水 逸风 紫罗兰
Piàn Xīng huángdì Ruòshuǐ Yìfēng Zǐ Luólán

079 阿樂 087 夏掌櫃 095 哪吒 103 冠萱 111 畫虎
阿乐 夏掌柜 哪吒 冠萱 画虎
Ālè Xià zhǎngguì Nézha Guànxuān Huàhǔ

080 小花 088 潘先生 094 鳩老 104 大爽 112 硅老
小花 潘先生 鸠老 大爽 硅老
Xiǎohuā Pān xiānsheng Jiūlǎo Dàshuǎng Guīlǎo

明の国王、老君に厄介
者扱いされる

yanはian

藍渓鎮36話初登場、商
店の支配人、妖精

guiはg＋uei

妻の夏掌柜と共に老君
に挨拶、映画版にも出
演

pは有気音

バナ灘（小香礁）の夫
婦、女性:椿、男性:

鯤、“大鱼海棠”から

chunもkunも
有気音＋uen

初めて月に行った妖精

eとaの発音に注意
ziはz＋ɿ

三和堂の医者、黒い口
髭の人

qは有気音

イフー:生霊系-回復。
治療を担当

eの発音に注意

カンセン:生霊系-念
磁、心霊系-洗脳。緊急
時の後処理を担当

由来によっては冠guān

xuanはx＋üan

ソウ:人類、空間系-転
送。緊急時では役立つ
が真っ向勝負は弱い

水を扱った攻撃をす
る、会館所属、妖精
(？)

rもshも捲舌音

イエツ:霊属性-土、土
属性は基本的に立派な
体格

yeはie
ziはz＋ɿ

ナタ:キツネの妖精で会
館執行人、人間に友好
的、无限のファン

哪の発音に注意

吒zhā とも

キュウ爺:霊属性-洞察

造物系-擬態 强化系-凌
荊、楽天的な妖精

jiuはj＋iou

大柄な要請、会館の執

行者

yueはüe

小柄な妖精、会館の執

行者

tは有気音
aの発音に注意

家具を持ち歩く妖精、
会館の執行者

lunはl＋uen

パンジン:妖精館館長、
生霊系-培元、生霊系-
化生、心霊系-伝音。趣
味は音楽鑑賞

pは有気音

洛竹を捕まえた執行者

由来によっては藏cáng

liuはl＋iou

空を飛ぶ絨毯のような
獣

tは有気音

アクウ:心霊系-傀儡。
叶子の相棒

eの発音に注意

ミン先生:生霊系-薄音
お茶と二胡を愛す

aとeの発音注意

モモ:ミン先生の弟子、
生霊系の子、特に修得
した技能はない

第二声の後の軽声
は普通の高さ

龍游に住む花売りの妖
精

ziはz＋ɿ

ガコ:生霊系*造物系-画
霊

hは舌根音、喉の奥
を使う

风息に能力を奪われる
“滞爆”

guiはg＋uei

鄭括の奥さん、弓の
人、藍渓鎮の住民

uは隠れた難敵

鄭括の子供

pは有気音
aの発音に注意

川沿いの動物好きそう
なニコニコしてる藍渓
鎮の住民

eの発音に注意

老君らに助けられ藍渓
鎮で暮らす。その後、
三和堂で医術を学ぶ

hは喉の奥を使う

一番早く移動できる妖
精

固有名詞の一は変
調しない

三和堂の医者、グレー
の口髭

sunはs＋uen

力持ち、薬の材料を仕
分けしている、別称:老

卢、卢叔

uは隠れた難敵

絵描き、藍渓鎮に移住

後は文心斋に勤務

eの発音に注意
kは有気音

阎明の側近、藍渓鎮44
話初登場

eの発音に注意

阎明の側近、雅婷(幼
名)から改名、藍渓鎮55
話初登場

qは有気音

阎明の側近、藍渓鎮53
話初登場

yueはüe

生贄的に人間を食べ、
砂漠地方の空中に浮く
島で暮らしている様子

伽qié かも？

シュイ:キツネの妖精で
会館執行人、人間に友
好的、无限のファン

shuiはsh＋uei

  羅小黒戦記

　 　　　 FAN WIKI 様

  bilibili机构认证

　 　　罗小黑工作室 様
ユシ:館長のボディー
ガード、生霊系-隠れ
身、強化系-強化

yuはü

呉国の灘城で、清凝が
助けた民衆リーダー

tは有気音

十数年ひとりで山奥に
住む老人

このlaoは半三声

老君の依頼で无限を看

病、猫「孙力」と暮ら
す、腕の良い神医者

heのeの発音注意

興国の新皇帝、新年号
を「无限」、名前は

「备胎」？

兴の声調に注意


