
第５課（ステップ１） 

あと   后面 

あとの～   后面的 

アリバイ   （犯罪时）不在现场的证据 

いったい 一体 同心协力。究竟，到底。本来，根本 

うけみ 受け身 被动。被动式 

うしなう 失う 失去，丢失 

うつ 撃つ 射击，开枪。攻击 

うめる 埋める 填 

おとがする 音がする 有声音 

おどろいたことに 驚いたことに 意想不到的是，颇为稀奇的是 

おどろくべき 驚くべき 可惊的，骇人听闻的，令人震惊的 

カード   卡，卡片 

キャッシュ・カード   提款卡 

きょうき 凶器 凶器 

きろく（する） 記録（する） 记录，记载 

きんこ 金庫 金库，保险柜。金融机关 

くうらん 空欄 空白栏，空白处 

けいじ 刑事 刑事。刑警 

げんきん 現金 现金 

げんば 現場 现场，工地 

ごうとう 強盗 强盗 

こうはい 後輩 晚辈，后辈。后到职的同事，下班的同学。资历

浅，本事低的人 

サスペンス   悬念，使人紧张不安，使人提心吊胆 

さっか 作家 作家 

さつじん 殺人 杀人 

じけん 事件 事件，案件 

したい 死体 尸体 

しょうげん（する） 証言（する） 证言，作证 

じょうたい 状態 状态，情况 

じんぶつ 人物 人物．人品，人格．人才 

すいり（する） 推理（する） 推理 

そのた／そのほか その他 其他,另外 

だいいちはっけんしゃ 第一発見者 第一发现者 

タイトル   题目,标题 

どうかしましたか   怎么了 



どうき 動機 动机 

とうじ 当時 当时,那时 

ドラマ   连续剧,剧本,戏剧性事件 

トリック   奸计,诡计,戏法.特技,假景 

なによりも   比什么都 

バーン   烧伤，烫伤。烧热 

はっけん（する） 発見（する） 发现 

はんにん 犯人 犯人，罪犯 

ひがい 被害 受害，受灾，损失 

ひがいしゃ 被害者 受害者，受灾者 

ピストル   手枪 

ぼご 母語 母语 

まちがい 間違い 错误，过错，差错 

～まつ ～末 ～末，～底 

みっしつ 密室 密室 

みみにする 耳にする 听到 

むね 胸 胸膛，胸部。心脏。内心，心里，心胸 

めにする 目にする 看到 

もうしわけありません 申し訳ありません 实在对不起 

もくげきしゃ 目撃者 目击者 

ものがたり 物語 故事，传说 

ゆうかい（する） 誘拐（する） 拐骗，诱拐 

ゆか 床 地板 

ようぎしゃ 容疑者 嫌疑犯 

ようす 様子 情况，动向。样子，神情 

 



第５課（ステップ２） 

ＵＦＯ   不明飞行物，飞碟 

あいじん 愛人 情夫，情妇 

あきらかに 明らかに 明显，显然，清楚 

あやしい 怪しい 奇怪，可疑 

おおごえで 大声で 大声地 

きがつく 気がつく 注意到，察觉到。苏醒 

ぎもんし 疑問詞 疑问词 

ぐうぜん 偶然 偶然 

こうどう（する） 行動（する） 行动，行为 

さあ   表示劝诱，催促或自己下决心时发出的声音 

たしかに 確かに 确实.可靠.准确 

とんでくる 飛んで来る 飞过来 

パチンコ パチンコ 扒金库（一种赌博游戏） 

ビア・ガーデン   庭院式啤酒店 

びよういん 美容院 美容院 

ふしぎ（な） 不思議（な） 奇怪，怪异，难以想象 

ふと～（する）   偶然，一下，突然，忽然 

まさか   莫非，难道。万一，一旦 

みあげる 見上げる 仰视，抬头看。尊敬，钦佩，敬重 

みおくる 見送る 目送，送行，送别。送终。送殡。静观 

むじゅん（する） 矛盾（する） 矛盾 

もくげき（する） 目撃（する） 目击，亲眼看到 

ロールカード   角色演习时使用的写有说明和角色分配的卡片 

 



第５課（ステップ３） 

あげる（かおを） 上げる（顔を） 扬起，抬起 

あわてて～（する）   着急地，急急忙忙地 

いし 意志 意志。意向，志向 

いずれにせよ   不管怎样 

おこす 起こす 使⋯立起，使⋯站起来。叫醒。引起，发动 

おそるおそる～（する） 恐る恐る～（する） 提心吊胆，战战兢兢，诚惶诚恐 

がいよう 概要 概要，概略 

かがく 化学 化学 

がくせいうんどう 学生運動 学生运动 

きょうはくじょう 脅迫状 恐吓信 

けいむしょ 刑務所 监狱，监牢 

けつろん 結論 结论 

けむり 煙 香烟 

こうがく 工学 工学 

コントロール（する）   控制，抑制，节制，支配 

しかける 仕掛ける 开始做，着手。做到中途。主动地作。挑衅 

じこう 時効 （法）时效 

じしん 自信 自信，信心，把握 

じつに 実に 实在，确实。竟，足，仅仅 

じてん 事典 字典，字汇 

してんちょう 支店長 支店负责人 

じゅうよう（な） 重要（な） (重要的） 

しょうわ 昭和 昭和 

しろばい 白バイ （日本警察管理交通，警戒用的）白色摩托车 

しんじる 信じる 相信．确信，深信．信赖．信仰 

しんたくぎんこう 信託銀行 信托银行 

しんり 心理 心理 

しんりがく 心理学 心理学 

すいろん（する） 推論（する） 推论 

すでに 既に 早就，已经 

ぜんはん 前半 前一半，上一半 

そうさ（する） 捜査（する） 搜查．查找，查访 

たいきん 大金 巨款 

ただの   不要钱的,白给的.平凡的,普通的 

ちしき 知識 知识 

つかまる 捕まる 被捉到,被逮到.抓住,揪住.被拽住 



つまり   总之.也就是说 

でんぱ 電波 电波 

とうぜん 当然 理所当然 

なぞ 謎 谜，谜语 

ニセ   假冒，赝品 

ねんかん 年鑑 年鉴 

のこす 残す 留下，剩下。保留，积存。遗留，留传 

のぞく 覗く 窥视。往下看。稍微看一下 

のべ～   共计～，总计～ 

ばくだん 爆弾 炸弹 

ばくは（する） 爆破（する） 爆破，炸毁 

はげしい 激しい 激烈，强烈，剧烈，猛烈。好冲动。厉害 

はつえんとう 発煙筒 发烟筒 

はなれる 離れる 分离，离开。离去。距离。脱离 

ふまん 不満 不满，不满意，不满足 

ボーナス   奖金 

まとめる   汇总，汇集。解决，了结，调停。整理，归纳 

みぢか（な） 身近（な） 身边（的），切身（的） 

モクモク   滚滚 

モンタージュしゃしん モンタージュ写真 蒙太奇照片，剪辑照片 

ろんり（てきな） 論理（的な） 逻辑（上的），逻辑性（的），合乎逻辑（的）

 


