
第５課（ステップ１） 

あと   나중 

あとの～   나중의～ 

アリバイ   알리바이 

いったい 一体 도대체 

うけみ 受け身 수동 

うしなう 失う 잃다 

うつ 撃つ 쏘다 

うめる 埋める 묻다 

おとがする 音がする 소리가 나다 

おどろいたことに 驚いたことに 놀라게도 

おどろくべき 驚くべき 놀랄만한 

カード   카드 

キャッシュ・カード   캐쉬 카드 

きょうき 凶器 흉기 

きろく（する） 記録（する） 기록(하다) 

きんこ 金庫 금고 

くうらん 空欄 공란 

けいじ 刑事 형사 

げんきん 現金 현금 

げんば 現場 현장 

ごうとう 強盗 강도 

こうはい 後輩 후배 

サスペンス   서스펜스, 추리 

さっか 作家 작가 

さつじん 殺人 살인 

じけん 事件 사건 

したい 死体 사체, 시체 

しょうげん（する） 証言（する） 증언(하다) 

じょうたい 状態 상태 

じんぶつ 人物 인물 

すいり（する） 推理（する） 추리(하다) 

そのた／そのほか その他 기타 

だいいちはっけんしゃ 第一発見者 첫 발견자 

タイトル   타이틀 

どうかしましたか   무슨 일 있었습니까? 

どうき 動機 동기 



とうじ 当時 당시 

ドラマ   드라마 

トリック   트릭, 속임수 

なによりも   무엇보다도 

バーン   반(예; 아우트반) 

はっけん（する） 発見（する） 발견(하다) 

はんにん 犯人 범인 

ひがい 被害 피해 

ひがいしゃ 被害者 피해자 

ピストル   피스톨, 권총 

ぼご 母語 모어 

まちがい 間違い 틀림 

～まつ ～末 말 

みっしつ 密室 밀실 

みみにする 耳にする 듣다 

むね 胸 가슴 

めにする 目にする 보다 

もうしわけありません 申し訳ありません 면목 없습니다 

もくげきしゃ 目撃者 목격자 

ものがたり 物語 전설, 설화 

ゆうかい（する） 誘拐（する） 유괴(하다) 

ゆか 床 바닥 

ようぎしゃ 容疑者 용의자 

ようす 様子 상태, 상황, 형편 

 



第５課（ステップ２） 

ＵＦＯ   UFO 

あいじん 愛人 애인 

あきらかに 明らかに 명확히 

あやしい 怪しい 수상하다, 이상하다 

おおごえで 大声で 큰 소리로 

きがつく 気がつく 깨닫다, (제)정신이 들다 

ぎもんし 疑問詞 의문사 

ぐうぜん 偶然 우연 

こうどう（する） 行動（する） 행동(하다) 

さあ   자(→주의를 끌 때 사용) 

たしかに 確かに 확실히 

とんでくる 飛んで来る 날아 오다 

パチンコ パチンコ 빠찡코 

ビア・ガーデン   비어 가덴 

びよういん 美容院 미용원 

ふしぎ（な） 不思議（な） 불가사의(한) 

ふと～（する）   문득 ∼(하다) 

まさか   설마 

みあげる 見上げる 우러러 보다 

みおくる 見送る 배웅하다 

むじゅん（する） 矛盾（する） 모순(되다) 

もくげき（する） 目撃（する） 목격(하다) 

ロールカード   롤 카드 

 



第５課（ステップ３） 

あげる（かおを） 上げる（顔を） 들다(얼굴을) 

あわてて～（する）   당황해서 ∼(하다) 

いし 意志 의지 

いずれにせよ   어차피, 결국 

おこす 起こす 일으키다, 깨우다 

おそるおそる～（する） 恐る恐る～（する） 조심조심 ∼(하다) 

がいよう 概要 개요 

かがく 化学 화학 

がくせいうんどう 学生運動 학생 운동, 데모 

きょうはくじょう 脅迫状 협박장 

けいむしょ 刑務所 형무소 

けつろん 結論 결론 

けむり 煙 연기 

こうがく 工学 공학 

コントロール（する）   컨트롤(하다) 

しかける 仕掛ける 장치하다, 준비하다 

じこう 時効 시효 

じしん 自信 자신 

じつに 実に 실로 

じてん 事典 사전 

してんちょう 支店長 지점장 

じゅうよう（な） 重要（な） 중요(한) 

しょうわ 昭和 
소화(→1926 년부터 1987 년까지의 일본의 

연호) 

しろばい 白バイ 백색 오토바이(→경찰 오토바이의 통칭) 

しんじる 信じる 믿다 

しんたくぎんこう 信託銀行 신탁 은행 

しんり 心理 심리 

しんりがく 心理学 심리학 

すいろん（する） 推論（する） 추론(하다) 

すでに 既に 이미 

ぜんはん 前半 전반 

そうさ（する） 捜査（する） 조사(하다) 

たいきん 大金 거금 

ただの   그냥, 그저 

ちしき 知識 지식 



つかまる 捕まる 잡히다 

つまり   즉 

でんぱ 電波 전파 

とうぜん 当然 당연 

なぞ 謎 수수께끼 

ニセ   가짜 

ねんかん 年鑑 년감 

のこす 残す 남기다 

のぞく 覗く 엿보다 

のべ～   연/총계/합계∼ 

ばくだん 爆弾 폭탄 

ばくは（する） 爆破（する） 폭파(하다) 

はげしい 激しい 심하다, 격하다 

はつえんとう 発煙筒 발연통 

はなれる 離れる 떨어지다 

ふまん 不満 불만 

ボーナス   보너스 

まとめる   모으다, 정리하다 

みぢか（な） 身近（な） 가까이 있는 

モクモク   우물우물 

モンタージュしゃしん モンタージュ写真 몽타주 사진 

ろんり（てきな） 論理（的な） 논리(적인) 

 


