
  

 
殺し屋ですのよ  

 
 

貢  行    
１ * １ 別荘 べっそう a villa; a vacation house 
  ２ 経営者 けいえいしゃ a manager; an executive 
   くつろぐ  make oneself at home; relax 
   すがすがしい  crisp; refreshing 
 * ４ 化粧 けしょう (a) makeup 
  ７ とまどう  be puzzled [at a loss]; be confused 
  15 簡潔に かんけつに concisely; briefly 
  18 口調 くちょう a tone 
  19 青ざめる あおざめる turn pale 
   口走る くちばしる blurt 
  20 さては  それではきっと then certainly (surely); I bet … 
   しわざ  an act; one’s doing; a deed 
 *  卑劣な ひれつな mean; contemptible; nasty 
   手段に訴える しゅだんにうったえる make a move; seek recourse 
  22 哀願 あいがん an entreaty; an appeal 
  23 誤解する ごかいする misunderstand 
  24 待ち伏せる まちぶせる lie in wait [ambush] ((for)) 
  26 早合点 はやがてん a hasty conclusion 
  27 ご用命 ごようめい order 
  32 商売がたき しょうばいがたき business rival; competitor 
  36 輝かせる かがやかせる brighten; light up 
   身を乗り出す みをのりだす lean out (to show interest) 
  38 耳よりな みみよりな worth listening 
  39 手ぬかり てぬかり a mistake; a slip; a fault 
 * 41 冷酷な れいこくな cruel; heartless; harsh 
   配下に はいかに under (a person’s) command 
  45 表ざた おもてざた public; 表ざたになる become in public 
 *  破滅 はめつ ruin; destruction 
2  1 もっとも  What you say is entirely correct 
  2 ～をよそおう  pretend 
   ありふれた  common; ordinary 
   発覚する はっかくする Be detected; be revealed 
 * 5 不審 ふしん (a) doubt; (a) suspicion; a question 
  6 顔をしかめる かおをしかめる frown [scowl] ((at)); make a wry face; knit one’s brows 
   苦笑いする にがわらいする smile bitterly [wryly] 



  

  8 呪う のろう curse 
  9 正気 しょうき sanity 
  10 からかう  make fun of; tease 
  11 巧妙な こうみょうな clever; skillful; dexterous 
 * 12 衰弱する すいじゃくする Grow weak; be worn out; be weakened 
   死に至らしめる しにいたらしめる bring a death to a person 
  13 定説 ていせつ an established theory 
  16 首をかしげる くびをかしげる Look doubtful 
   内心を察する ないしんをさっする Read someone’s mind 
 * 18 報酬 ほうしゅう a reward 
  19 手付金 てつけきん a deposit; earnest [bargain] money 
  22 やりとげる  accomplish 
  25 手腕 しゅわん ability; skill 
  27 巻き添え まきぞえ involvement 
  29 慎重に しんちょうに carefully; prudently 
   うなずく  nod 
  31 つぶやく  grumble ((at, about)) 
  32 妙（な） みょう（な） strange 
  35 手当て てあて medical treatment 
 *  疾患 しっかん a disease 
 * 36 葬儀 そうぎ a funeral [burial] (service) 
  39 圧倒する あっとうする overwhelm 
  45 あとをつける  follow someone from behind 
  46 素性 すじょう identity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


