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Movie Geek – ムービー・ギーク(映画マニア) 

一番の映画マニアは誰でしょう? Movie Geek でその答えが出るはずです。 

全部で 50 枚のカードとスコア用紙が入っています。 

ルール 

1. カードを 1 枚引きます。 

2. 見ているカードに描かれた俳優、女優の名前と描かれたキャラクターの映画名を言います。 

(役名が分かれば１点ゲット、映画名も答えられたらさらにもう１点ゲットです) 

3. 間違えた場合カードを戻し、次の人のターンになります。  

4. 正しく答えられた場合、そのカードは手元に取り、 

更に得点を稼ぐために映画に関したコアな質問をしていきます。 

コアな質問は２つあり、カードの裏に書いてあります。 

(この質問の日本語訳はこの説明書の次のページに記載しています。) 

それぞれ２点稼げる質問と３点稼げる質問があります。 

5. カードが無くなるまでプレーをし、最後に最も多くのポイントを稼ぐことができた人の勝ちで

す。

カードのこの部分に映画のタイトルが
英語で書かれています。 

このタイトルと照らし合わせて下記の 

ハードコア・クエスチョンの日本語訳
が確認できます。 
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Hardcore Trivia – コアな質問 

 

Star Wars: The Force Awakens (スターウォーズ: フォースの覚醒) 

1. Star Wars: The Force Awakens の映画監督は誰でしょうか。(2 点) 

2. 最初のスターウォーズの映画の上映とディズニーが初めて 

スターウォーズに関わった年の間には何年間間が開いたでしょうか。(3 点) 

答え 

1. J.J.エイブラムス 

2. 38 年-Star Wars が 1977 年に上映され、 

The Force Awakens は 2015 年に上映されました。 

 

 

 

Devil Wears Prada (プラダを着た悪魔) 

1. メリル・ストリープの演じる役のモデルとなった人物は誰でしょうか。(2 点) 

2. アン・ハサウェイの演じる役はメリル・ストリープの演じる役の人物から 

また出版されていない本を入手するよう命じられます。 

それはどの本でしょうか。(3 点) 

答え 

1. アナ・ウィンター 

2. 新しいハリー・ポッターの本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Titanic (タイタニック) 

1. 映画の中で大切な存在のネックレスはなんという名前でしょうか。(2 点) 

2. オスカー最優秀映画監督のスピーチでジェームズ・キャメロンは 

ジャックを演じるレオナルド・ディカプリオのセリフを引用しました。 

それはどんなセリフだったでしょうか。(3 点) 

答え 

1. Hear of the Ocean (碧洋のハート) 

2. “I’m the king of the world!” (俺は世界の王様だ!) 

 

 

Top Gun (トップ・ガン) 

1. トム・クルーズの演じる役のニックネームは何でしょうか。(2 点) 

2. トム・クルーズの演じる役とアントニー・エドワードの演じる役が 

バーで歌う曲は何の曲でしょうか。(3 点) 

答え 

1. Maverick (マーベリック) 

2. “You’ve Lost That Lovin’ Feelin’”(ふられた気持ち) 

by The Righteous Brother 

 

 

Dallas Buyers Club (ダラス・バイヤーズクラブ) 

1. マシュー・マコノヒーの演じる役は映画の中でどんな病気に 

悩まされるでしょうか。(2 点) 

2. この映画でオスカーの助演男優賞を得た俳優の名前は 

なんでしょうか。(3 点) 

答え 

1. エイズ 

2. ジャレッド・レト 
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Brokeback Mountain (ブロークバック・マウンテン) 

1. 映画の中でヒース・レジャーの相手役を演じるのは 

誰でしょうか。(2 点) 

2. 主役のキャラクターはお互いに魅かれあう際に 

どんな仕事をしていたでしょうか。 

答え 

1. ジェイク・ギレンホール 

2. ワイヨミング州の山で羊の放牧をする仕事 

 

 

Drive (ドライヴ) 

1. ライアン・ゴズリングの演じる役名は何でしょうか。(2 点) 

2. ライアン・ゴズリングの演じる役の着ているジャケットの 

背中にはある動物/生き物が刺繍されています。 

何の動物/生き物でしょうか。(3 点) 

答え 

1. 映画の中で彼の名前は一回も言及されません。 

彼は”ドライバー”などとしか呼ばれません。 

2. サソリ 

 

 

Rocky (ロッキー) 

1. スィルベスター・スタローン演じる役は 

どこの都市の出身でしょうか。(2 点) 

2. アドリアンを演じるタリア・シャイアはある映画製作家系の 

一人です。どの家系でしょうか。(3 点) 

答え 

1. フィラデルフィア 

2. The Coppolas  (コッポラ家) 
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Basic Instinct (氷の微笑) 

1. 映画の中で殺人にはある凶器が使われますが、 

その凶器とは何でしょう。(2 点) 

2. シャロン・ストーンが警察の尋問を受ける際に警察官を 

驚かせることをします。それは何でしょう。(3 点) 

答え 

1. アイスピック 

2. 下着を履いていなかったこと 

 

 

American Psycho (アメリカン・サイコ) 

1. 映画は小説に基づいていますが、その小説の著者は 

誰でしょう。(2 点) 

2. あるシーンでクリスチャン・ベールの役は株式仲買人の 

同僚達と何かを見比べます。何と見比べるでしょうか。(3 点) 

答え 

1. ベレット・イーストン・エリス 

2. 名刺 

 

 

 

Back to the Future (バック・トゥー・ザ・フューチャー) 

1. デロリアンの車をタイムマシンに変えて時空飛行するのに 

必要な、手に入れるのが難しい材料とは何でしょう。(2 点) 

2. マイケル・J・フォックス演じる役がタイムスリップして 

行った未来は既に現実にも影響を及ぼしていました。 

どの年の現実が変わってしまったでしょうか。 

答え 

1. プルトニウム 

2. 2015 年 
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The Hunger Games (ハンガー・ゲーム) 

1. 映画の撮影が終わる前に亡くなってしまった 

俳優は誰でしょう。(2 点) 

2. ハンガー・ゲームの小説を書いたアメリカ人の 

著者は誰でしょう。(3 点) 

答え 

1. フィリップ・シーモア・ホフマン 

2. スーザン・コリンズ 

 

 

Maleficent (マレフィセント) 

1. マレフィセントはフィクションのキャラクターであり、 

1959 年のディズニーのアニメーション映画にも登場します。 

その映画のタイトルは何でしょう。(2 点) 

2. オーロラ姫が子供の時の役を演じる少女はアンジェリーナ・ 

ジョリーにとって大切な存在です。どんな存在の人でしょうか。(3 点) 

答え 

1. Sleeping Beauty 

2. ジョリーの娘ヴィヴィアン・ジョリー・ピット 

 

 

 

Mad Max (マッドマックス) 

1. マッドマックスの映画の原作の主役は誰でしょう。(2 点) 

2. マッドマックスは何人でしょう。(3 点) 

答え 

1. メル・ギブソン 

2. オーストラリア人 
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Bridesmaids (ブライズメイズ) 

1. ウェディングドレスを試着するシーンで何か予期せぬことが 

起こります。それは何でしょう。(2 点) 

2. 映画の中でメリッサ・マッカーシーの役と花嫁の関係は 

どんな関係でしょう。(3 点) 

答え 

1. 皆食中毒になる 

2. 将来の義理の姉 

 

 

Moulin Rouge! (ムーラン・ルージュ) 

1. “Diamonds Are a Gril’s Best Friend”の原曲を歌った歌手は 

誰でしょう。(2 点) 

2. 映画の舞台はパリですが、 

フランスの撮影は一切ありませんでした。 

どこの国で撮影されたでしょうか。(3 点) 

答え 

1. マリリン・モンロー 

2. オーストラリア 

 

 

The Matrix (マトリックス) 

1. キャリー・アンの役名はなんでしょう。(2 点) 

2. 登場人物がマトリックスを説明するときに、 

ある子どもの本をたとえに出していますが、 

その本のタイトルは何でしょう。(3 点) 

答え 

1. Trinity (トリニティ) 

2. アリス・イン・ワンダーランド 

 

 



8 
 

Men in Black (メン・イン・ブラック) 

1. ウィル・スミスの演じる役のキャラクターと一緒に活躍する 

もう一人の役者は誰でしょう。(2 点) 

2. フランクという名の犬が登場しますが、 

その犬の犬種は何でしょう。(3 点) 

答え 

1. トミー・リー・ジョーンズ 

2. パグ 

 

 

101 Dalmatians (101 匹わんちゃん) 

1. クルエラがダルメシアンのわんちゃんを 

誘拐しようとした目的は何でしょう。(2 点) 

2. あるシーンでわんちゃんはディズニーアニメーション映画を 

見ています。それはどの映画でしょうか。(3 点) 

答え 

1. ファーのコートにするため 

2. おしゃれキャット 

 

 

The Talented Mr. Ripley (リプリー) 

1. ジュード・ローが演じる役のキャラクターの 

ボートの名前は何でしょう。(2 点) 

2. 映画のベースとなる小説の著者は誰でしょう。(3 点) 

答え 

1. Bird (バード) 

2. パトリシア・ハイスミス 
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The Shawshank Redemption (ショーシャンクの空に) 

1. 映画の最後にモーガン・フリーマンの演じる役と 

ティム・ロビンズの役が再会します。どこの都市で 

再会するでしょうか。(2 点) 

2. 映画の有名なセリフを完成させてください。 

”Get busy living or…(必死に生きるか、)” (3 点) 

答え 

1. シワタネホ・メキシコのビーチ 

2. “…get busy dying(必死に死ぬか)”  

 

 

There’s Something About Mary (メリーに首ったけ) 

1. キャメロン・ディアスの役が素敵なヘアースタイルをするのに 

髪につけるものとは何でしょう。(2 点) 

2. キャメロン・ディアスの兄/弟がイヤーマフをつけている理由は 

なんでしょう。(3 点) 

答え 

1. ベン・ステラーの演じる役の精子(ヘアージェルと間違えたため) 

2. 知らない人に耳を触られないようにするため 

 

 

The Silence of the Lambs (羊たちの沈黙) 

1. 映画の中の FBI の女性を演じるのは誰でしょう。(2 点) 

2. 映画の中でアンソニー・ホプキンズの役が収容されるのは 

どこの都市でしょう。(3 点) 

答え 

1. ジョディ・フォスター 

2. ボルティモア 
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Taxi Driver (タクシードライバー) 

1. ロバート・デ・ニーロの演じる役は何度も鏡の前で 

何かをつぶやきます。何をつぶやくでしょうか。(2 点) 

2. ジョディ・フォスターはキャリアの早い時点で 

映画の一部に登場します。何歳だったでしょう。(3 点) 

答え 

1. “You talkin’ to me?” (お前、俺に話してるのか?) 

2. 12 歳 

 

 

Rainman (レインマン) 

1. ダスティン・ホフマンの演じる役は下着はある店でしか 

買うべきではないと言っていますが、それはどこのお店でしょう。(2 点) 

2. ダスティン・ホフマンの演じる役はある航空会社しか 

使うべきではないと言っていますが、どの航空会社でしょう。(3 点) 

答え 

1. (アメリカ・オハイオ州) シンシナティの K-Mart 400 オーク通り 

2. カンタス航空 (メルボルンからしか飛ばない) 

 

 

Pretty Woman (プリティ・ウーマン) 

1. ジュリアの演じる役が若かった時、塔に閉じ込められた 

お姫様のふりをしていて、キラキラの鎧を着たナイトが 

自分を助けに来てくれるんだと信じていました。 

リチャード・ギアの役は映画の最後に彼女を助けてくれますが、 

どのように助けてくれるでしょうか。(2 点) 

2. リチャード・ギアの役はある恐怖症があります。 

なんの恐怖症でしょうか。(3 点) 

答え 

1. 白のリムジンで助けに来る。 

2. 高所恐怖症。 
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Kill Bill (キル・ビル) 

1. キル・ビルの映画監督は？(2 点) 

2. ウマ・サーマンの役は復習したい人をリストアップしますが、 

そのリストには何人の人がいるでしょうか。(3 点) 

答え 

1. クエンティン・タランティーノ 

2. 5 人 

 

 

Million Dollar Baby (ミリオンダラー・ベイビー) 

1. この映画の監督は誰でしょう。(2 点) 

2. クリント・イーストウッドの役は初め、ヒラリー・スワンクの役の 

トレーニングをしたくないと言いますが、その理由は? (3 点) 

答え 

1. クリント・イーストウッド 

2. 彼女がボクシングをするには年を取りすぎていると思ったから 

 

 

Jerry Maguire (ザ・エージェント) 

1. 映画の有名なセリフを完成させてください。 

”Show me…” (…を見せろ!) (2 点) 

2. トム・クルーズの役は職を失いますが、その理由は？(3 点) 

答え 

1. “…the money!” (金を…) 

2. ビジネスについて挑発的なミッション・ステートメントを書いたから。 
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A Few Good Men (ア・フュー・グッドメン) 

1. 映画の有名なセリフを完成させてください。 

”You can’t handle…” (…分からん) 

2. ジャック・二コルソンの役を見張り役にするときの 

トム・クルーズの役の戦略は? 

答え 

1. “…the truth” (お前に真実は…) 

2. 怒らせて真実を言わせること 

 

 

Fargo (ファーゴ) 

1. 映画監督はある兄弟が行いました。彼らの名前は? (2 点) 

2. プレミアから 20 年後経っても映画の筋について 

討論されてきました。どんな討論でしょう。(3 点) 

答え 

1. ジョエル & イーサン コーエン (コーエン兄弟) 

2. 映画が真実に基づいたものかどうか、ということ 

 

 

Zoolander (ズーランダー) 

1. ベン・スティラーの役がカメラの前でする有名なポーズは 

なんという名前でしょうか。(2 点) 

2. あるシーンでベン・スティラーとオーウェン・ウィルソンの役は 

ランウェイで考えの違いを妥協することにします。 

その時の有名な審査員の歌手は誰でしょう。(3 点) 

答え 

1. ブルー・スティール 

2. デイビット・ボウイ 
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Dances with Wolves (ダンス・ウィズ・ウルブズ) 

1. ケビン・コスナーの役は好奇心旺盛でキャンプを見に 

来たオオカミをなんと名付けるでしょう。(2 点) 

2. 映画のサウンドトラックを作曲したのは誰でしょう。(3 点) 

答え 

1. Two Socks (トゥー・ソックス) 

2. ジョン・バリー 

 

 

Legally Blonde (キューティ・ブロンド) 

1. リース・ウィザースプーンの役がハーバード大学に行く 

理由は何でしょう。(2 点) 

2. リース・ウィザースプーンの役が気分を落ち着けるために 

することは? (3 点) 

答え 

1. 彼女が政治的な野望に対し真剣でないという理由で 

ボーイフレンドにフラれたから 

2. ショッピング 

 

 

The Royal Tenenbaums (ザ・ロイヤル・テネンバウムズ) 

1. この映画の監督は誰でしょう。(2 点) 

2. テネンバウム家はニューヨークの何通りに 

住んでいるでしょう？(3 点) 

答え 

1. ウェス・アンダーソン 

2. 111 アーチャー・アベニュー 
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Forrest Gump (フォレスト・ガンプ/一期一会) 

1. トム・ハンクスの役の母はいつも”人生は～のようだ”と 

言っていますが、人生は何のようだと言っていますか？(2 点) 

2. トム・ハンクスの役はあるフルーツの会社にお金を投資 

しますが、それはどの会社でしょう。(3 点) 

答え 

1. チョコレートの箱 

2. アップル社 

 

 

Wall Street (ウォール・ストリート) 

1. チャーリー・シーンの役はマイケル・ダグラスの役にやっと 

会えた際に誕生日プレゼントをあげますが、何をあげたでしょう。(2 点) 

2. マイケル・ダグラスの役はチャーリー・シーンの役に朝早く電話し、 

”Money never sleeps (金は眠らない)”と言います。 

彼はどこから電話をかけているでしょうか。(3 点) 

答え 

1. キューバの葉巻 

2. ビーチ 

 

 

Alien (エイリアン) 

1. 1979 年の映画の原作を監督したのは誰でしょう。(2 点) 

2. 映画の原作のキャッチコピーは何でしょう。(3 点) 

答え 

1. リドリー・スコット 

2. “In space no one can hear you scream”  

(宇宙ではあなたの叫び声は誰にも聞こえない) 
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The Godfather (ゴッドファーザー) 

1. 映画の主人公の苗字はなんでしょう。(2 点) 

2. マーロン・ブランドーの役、ヴィトが死んでしまう時 

彼は何をしていたでしょう。(3 点) 

答え 

1. Corleone (コルレオーネ) 

2. 彼の孫と自身のトマト畑で遊んでいた 

 

 

The Revenant (レヴェナント: 蘇えりし者) 

1.  なぜディカプリオ役は大きなケガをするでしょうか。(2 点) 

2. 映画の撮影をしていた時雪が足りず、 

カナダから他の国に移動して撮影をしなければなりませんでした。 

どこの国へ移動したでしょう。(3 点) 

答え 

1. 熊に襲われたから 

2. アルゼンチン 

 

 

Black Swan (ブラック・スワン) 

1. ナタリー・ポートマンは将来の夫となるベンジャミン・ 

ミルピエとこの映画を通して出会います。 

ミルピエの役は何だったでしょう。(2 点) 

2. ナタリー・ポートマンの役が映画の中で準備をしている 

有名なバレエは何でしょう。(3 点) 

答え 

1. 振付師 

2. スワン・レイク 
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Gravity (ゼロ・グラビティ) 

1. どの男性俳優がサンドラ・ブロックの 

相手役となったでしょうか。(2 点) 

2. どの国の衛星の破片が連鎖反応を 

起こしてしまうでしょうか。(3 点) 

答え 

1. ジョージ・クルーニー 

2. ロシア 

 

 

Ghost (ゴースト/ニューヨークの幻) 

1. 映画の有名なラブシーンでデミ・ムーアとパトリック・ 

スウェイズは他のこともしています。 

一体何をしているでしょう。(2 点) 

2. この映画のリリースであるラテンの言葉が人気になりました。 

それはどの言葉でしょうか。(3 点) 

答え 

1. 陶芸 

2. Ditto (同じく)  

 

 

Thelma & Louise (テルマ & ルイーズ) 

1. この数十年の間でこの映画はあるハリウッドスターの 

画期的な作品となります。その俳優とは誰でしょう。(2 点) 

2. 彼らが運転する車は何色でしょう。(3 点) 

答え 

1. ブラッド・ピット 

2. ブルーグリーン 
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Inglorious Basterds (イングロリアス・バスターズ) 

1. この映画はタランティーノ監督の初のオスカーの賞を得た 

映画です。誰がオスカーを受賞したでしょうか。(2 点) 

2. タランティーノは映画のタイトル”Inglorious Busters”を 

1978 年の映画から借りました。 

その映画はどこの国で撮影されたでしょうか。(3 点) 

答え 

1. クリストフ・ウォルツ 

2. イタリア 

 

 

Gladiator (グラディエーター) 

1. 誰が新しい悪役天皇、コモダスを演じているでしょうか。(2 点) 

2. 映画の有名なセリフを完成させてください。 

”What we do in life… (生きているときにすることは…)” (3 点) 

答え 

1. ホアキン・フィニックス 

2. “…echoes in eternity (死後も永遠に影響する)” 

 

 

Edward Scissorhands (シザーハンズ) 

1. シザーハンズを撮影している際にジョニー・デップは 

まだ TV ドラマの撮影もしていました。その TV ドラマの名前は? (2 点) 

2. 初めにシザーハンズが地域で人気になった理由はなんでしょう。(3 点) 

答え 

1. 21 ジャンプ・ストリート 

2. 木の手入れや地域の犬のトリミングをしたから 
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Pulp Fiction (パルプ・フィクション) 

1. あるシーンでジョン・トラボルタの役は 

サミュエル・L・ジャクソンの役にパリでは 

チーズ入りクウォーターパウンダーを何と呼んでいるか教えます。 

何と呼ばれているでしょうか。(2 点) 

2. ウマ・サーマンとジョン・トラボルタの役が 

ダンスする曲はどの曲でしょうか。(3 点) 

答え 

1. チーズ入りロワイアル 

2. チャック・ベリーの“You Never Can Tell” 

 

 

The Lord of the Rings (ロード・オブ・ザ・リング) 

1. この映画はどこの国で撮影をしたでしょうか。(2 点) 

2. 何年代にこの映画の原作の本が出版されたでしょうか。(3 点) 

答え 

1. ニュージーランド 

2. 1950’s (1950 年代) 

 

 

X-men (X-メン) 

1. 映画の中のキャラクター達はある特殊な種類の生き物です。 

何と呼ばれているでしょうか。(2 点) 

2. ハル・ベリーはコミックの別のキャラクターも演じています。 

どのキャラクターでしょうか。(3 点) 

答え 

1. ミュータント/変異体 

2. キャットウーマン 

 

 


