
第５課（ステップ１） 

あと   the rest, the remainder 

あとの～   the following … 

アリバイ   alibi 

いったい 一体 what on earth 

うけみ 受け身 passive 

うしなう 失う to lose 

うつ 撃つ shoot 

うめる 埋める to bury 

おとがする 音がする sound 

おどろいたことに 驚いたことに to one’s surprise 

おどろくべき 驚くべき surprisingly 

カード   card 

キャッシュ・カード   bank card 

きょうき 凶器 murder weapon 

きろく（する） 記録（する） to record 

きんこ 金庫 safe, strongbox 

くうらん 空欄 blank column 

けいじ 刑事 police detective 

げんきん 現金 cash 

げんば 現場 the spot 

ごうとう 強盗 burglar, robber 

こうはい 後輩 junior members of a group 

サスペンス   suspense 

さっか 作家 writer, novelist, author 

さつじん 殺人 murder 

じけん 事件 incident, affair 

したい 死体 dead body 

しょうげん（する） 証言（する） testimony 

じょうたい 状態 condition, state 

じんぶつ 人物 person, character 

すいり（する） 推理（する） reasoning, deduction 

そのた／そのほか その他 and others 

だいいちはっけんしゃ 第一発見者 the first finder 

タイトル   title 

どうかしましたか   What happened to you? 

どうき 動機 motive 



とうじ 当時 in those days 

ドラマ   drama 

トリック   trick 

なによりも   above all  

バーン   bang! 

はっけん（する） 発見（する） discover; to discover 

はんにん 犯人 criminal 

ひがい 被害 damage 

ひがいしゃ 被害者 sufferer, victim 

ピストル   pistol 

ぼご 母語 one's mother tangue 

まちがい 間違い mistake 

～まつ ～末 the end of … 

みっしつ 密室 secret room, rocked room 

みみにする 耳にする hear 

むね 胸 chest 

めにする 目にする look 

もうしわけありません 申し訳ありません I am sorry, excuse me 

もくげきしゃ 目撃者 witness 

ものがたり 物語 story 

ゆうかい（する） 誘拐（する） kidnap; to kidnap 

ゆか 床 floor 

ようぎしゃ 容疑者 suspect 

ようす 様子 the state of affairs 

 



第５課（ステップ２） 

ＵＦＯ   UFO 

あいじん 愛人 lover 

あきらかに 明らかに clearly, obviously 

あやしい 怪しい suspicious, suspect, doubtful 

おおごえで 大声で in a loud voice 

きがつく 気がつく to notice 

ぎもんし 疑問詞 interrogative 

ぐうぜん 偶然 by chance, by accident 

こうどう（する） 行動（する） action; to act 

さあ   well, let me see. 

たしかに 確かに certainly, surely 

とんでくる 飛んで来る to come flying 

パチンコ パチンコ Japanese pinball 

ビア・ガーデン   beer garden 

びよういん 美容院 beauty salon 

ふしぎ（な） 不思議（な） weird, amazing 

ふと～（する）   unintentionally 

まさか   that can't be … 

みあげる 見上げる to look upward 

みおくる 見送る see off 

むじゅん（する） 矛盾（する） contradiction; to contradict 

もくげき（する） 目撃（する） to witness, to see 

ロールカード   role card 

 



第５課（ステップ３） 

あげる（かおを） 上げる（顔を） to raise, to lift, (look up) 

あわてて～（する）   hastily, in a flurry 

いし 意志 will, volition 

いずれにせよ   anyway 

おこす 起こす to wake (someone) up 

おそるおそる～（する） 恐る恐る～（する） timidly 

がいよう 概要 outline, summary 

かがく 化学 chemistry 

がくせいうんどう 学生運動 student movement 

きょうはくじょう 脅迫状 a threatening letter 

けいむしょ 刑務所 a jail, a prison 

けつろん 結論 conclusion 

けむり 煙 smoke 

こうがく 工学 engineering 

コントロール（する）   control; to control 

しかける 仕掛ける have planted 

じこう 時効 prescription 

じしん 自信 self-confidence 

じつに 実に really, truly 

じてん 事典 encyclopedia 

してんちょう 支店長 a head of a branch 

じゅうよう（な） 重要（な） important 

しょうわ 昭和 Showa-era (1925-1989) 

しろばい 白バイ a police motorcycle 

しんじる 信じる to believe 

しんたくぎんこう 信託銀行 trust bank 

しんり 心理 psychology, mentality 

しんりがく 心理学 psychology 

すいろん（する） 推論（する） inference, deduction 

すでに 既に already 

ぜんはん 前半 first half 

そうさ（する） 捜査（する） investigate 

たいきん 大金 big money 

ただの   nothing more than … 

ちしき 知識 knowledge 

つかまる 捕まる to be caught, to be arrested 



つまり   that is, namely 

でんぱ 電波 an electric wave 

とうぜん 当然 natural 

なぞ 謎 a riddle 

ニセ   false, counterfeit, fake 

ねんかん 年鑑 yearbook, annual 

のこす 残す to leave behind 

のぞく 覗く peep, look into 

のべ～   total, aggregate 

ばくだん 爆弾 a bomb 

ばくは（する） 爆破（する） blast, explode 

はげしい 激しい violent, strong 

はつえんとう 発煙筒 a smoke candle 

はなれる 離れる to be apart 

ふまん 不満 dissatusfaction 

ボーナス   bonus 

まとめる   to summarize, to compile 

みじか（な） 身近（な） close, familiar 

モクモク   (smoke is billowing up) 

モンタージュしゃしん モンタージュ写真 photomontage 

ろんり（てきな） 論理（的な） logic; logical 

  


