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Movie Memo Game 

ルール 

Movie Memoのゲームで勝つには神経衰弱が得意なだけでなく、観た映画の内容を覚えている

必要があります。ゲームに使用するカードにはそれぞれ映画の中で特徴となるコスチュームと

有名なセリフが書いてあります。 

 

準備 

1. 全てカードを裏返してシャッフルします。 

2. 裏返しのまま重ならないようにテーブルに広げます。 

 

ゲームの遊び方 

1. 一番年下の人から始め、時計回りに進めます。自分の番がきたらカードを２枚めくりま

す。 

2. 同じ映画のカードを２枚めくることができればそのカードは自分のものになり、手元に

取ります。同じ映画のカードでなかった場合はめくったカードを裏返しに戻して次の人

のターンになります。 

3. 全てのカードがマッチされ、めくるカードがなくなるまで続けていきます。 

4. 最後に一番多くのカードを持っていた人が勝ちです。 

 

勝つためのヒント 

他の人がプレーをしているときも集中してどのカードがどこにあるのか覚えておくと自分のタ

ーンの時に役に立ちます！ 

Good luck! 
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カードマッチングの答え合わせ 

■The Silence of the Lambs (1991) 

“I ate his liver with some fava beans and a nice chianti” 

(そいつの肝臓をソラマメと一緒に食ってやった。ワインのつまみだ) 

キャスト: アンソニー・ホプキンス、ジョディ・フォスター 

監督: ジョナサン・デミ 

 

■Pulp Fiction (1994) 

“They call it a royale with cheese” 

(チーズ・ロワイアルさ) 

キャスト: ジョン・トラボルタ、サミュエル・L・ジャクソン、ブルース・ウィルス、 

ユマ・サーマン 

監督: クエンティン・タランティーノ 

 

■Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009) 

“Expecto patronum!” 

(エクスペクト パトローナム!) 

キャスト: ダニエル・ラドクリフ、エマ・ワトソン 

監督: デヴィッド・イェーツ 

 

■E.T. the Extra-Terrestrial (1982) 

“E.T phone home” 

(E.T. オウチ デンワ) 

キャスト: ヘンリー・トーマス、ドリュー・バリモア 

監督: スティーブン・スピルバーグ 
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■Star Wars: Episode IV – A New Hope (1977) 

“Help me Obi-Wan Kenobi you’re my only hope!” 

(助けて、オビ=ワン・ケノービ。あなただけが頼りです。) 

キャスト: マーク・ハミル、ハリソン・フォード、キャリー・フィッシャー 

監督: ジョージ・ルーカス 

 

■The Social Network (2010) 

“You don’t get to 500 million friends without making a few enemies” 

(何人かの敵も作らずに 5 億人の友達を得ることはできない) 

キャスト: ジェシー・アイゼンバーグ、アンドリュー・ガーフィールド、ルーニー・マーラ 

監督: デヴィッド・フィンチャー 

 

■Jurassic Park (1993) 

“T-Rex doesn’t want to be fed. He wants to hunt.” 

(T-Rex はエサは欲しくないんだ。自分で獲物を仕留めたいんだよ。) 

キャスト: サム・ニール、ローラ・ダーン、ジェフ・ゴールドブラム、 

リチャード・アッテンボロー 

監督: スティーブン・スピルバーグ 

 

■Die Hard (1988) 

“Yippie Kay Yay mother f*ck*r!” 

(やってやったぜ!) 

キャスト: ブルース・ウィリス、アラン・リックマン 

監督: ジョン・マクティアナン 
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■The Godfather (1972) 

“I’m gonna make him an offer he can’t refuse” 

(彼が断われないオファーをするさ。) 

キャスト: マーロン・ブランド、アル・パチーノ、ロバート・デュバル、ジェームズ・カーン 

監督: フランシス・フォード・コッポラ 

 

■Rocky (1976) 

“Every champion was once contender who refused to give up” 

(全てのチャンピオンは皆かつてあきらめることを拒んだ選手なのだ) 

キャスト: シルヴェスター・スタローン、タリア・シェイア 

監督: ジョン・G・アヴィルドセン 

 

■Raiders of the Lost Ark (1981) 

“Snakes, why did it have to be snakes” 

(なぜ蛇じゃないといけないんだ) 

キャスト: ハリソン・フォード、カレン・アレン 

監督: スティーブン・スピルバーグ 

 

■Pirates of the Caribbean (2003) 

“Why is all the rum gone?” 

(なぜラムが残っていないんだ) 

キャスト: ジョニー・デップ、キーラ・ナイトレイ 

監督: ゴア・ヴァービンスキー 
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■Titanic (1997) 

“Jack I’m flying” 

(ジャック、私、飛んでいるわ) 

キャスト: レオナルド・ディカプリオ、ケイト・ウィンスレット、ビリー・ゼイン、 

キャシー・ベイツ 

監督: ジェームズ・キャメロン 

 

■Trainspotting (1996) 

“I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons.” 

(生きるということは選ばないことにした。他の何かを選んだ。理由？そんなものはない。) 

キャスト: ユワン・マクレガー、ジョニー・リー・ミラー、ロバート・カーライル 

監督: ダニー・ボイル 

 

■Legally Blonde (2001) 

“Whoever said orange is the new pink was seriously disturbed” 

(オレンジが今でいうピンクだなんて言った人は頭がおかしいわ) 

キャスト: リース・ウィザースプーン、ルーク・ウィルソン、セルマ・ブレア 

監督: ロバート・ルケティック 
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■The Blues Brothers (1980) 

“It’s 106 miles to Chicago. We got a full tank of gas, half a pack of cigarettes. It’s dark, and we’re 

wearing sunglasses” 

(シカゴまでは 106 マイル。ガソリンは満タンでタバコも半分ある。暗いのに俺らはサングラ

スをしてる) 

キャスト: ダン・エイクロイド、ジョン・ベルーシ 

監督: ジョン・ランディス 

 

■Braveheart (1995) 

“They may take our lives, but they’ll never take our freedom” 

(命は奪われても自由は奪われない) 

キャスト: メル・ギブソン、ソフィー・マルソー 

監督: メル・ギブソン 

 

■Gladiator (2000) 

“What we do in life echoes in eternity” 

(我々の行動は永遠に響くのだ) 

キャスト: ラッセル・クロウ、ホアキン・フィニックス、コニー・ニールセン 

監督: リドリー・スコット 

 

■Taxi Driver (1976) 

“You talkin’ to me?” 

(お前、俺に言ってるのか) 

キャスト: ロバート・デ・ニーロ、ジョディ・フォスター、シビル・シェパード 

監督: マーティン・スコセッシ 
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■Kill Bill: Vol.1 (2003) 

“Revenge is a dish best served cold” 

(復讐は冷まして食べるとよい料理だ) 

キャスト: ユマ・サーマン、ダリル・ハンナ、デヴィッド・キャラダイン 

監督: クウェンティン・タランティーノ 

 

■Back to the Future (1985) 

“Are you telling me you build a time machine out of a DeLorean?” 

(デロリアンでタイムマシンを作ったって言っているの？) 

キャスト: マイケル・J・フォックス、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン 

監督: ロバート・ゼメキス 

 

■The Matrix (1999) 

“What is the Matrix?” 

(マトリックスって一体何だ？) 

キャスト: キアヌ・リーブス、ローレンス・フィッシュバーン、キャリー=アン・モス 

監督: ウォッシャウスキー・ブラザーズ 

 

■Pretty Woman (1990) 

“She rescues him right back” 

(彼女は（よろつく王子様を捕まえて）すぐに助けてあげたわ。) 

キャスト: リチャード・ギア、ジュリア・ロバーツ、 

監督: ゲイリー・マーシャル 
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■Fight Club (1999) 

“The first rule of fight club is: we do not talk about fight club” 

(第 1 のルール、クラブのことを口外するな。) 

キャスト: ブラッド・ピット、エドワード・ノートン 

監督: デヴィッド・フィンチャー 

 

■Casino Royale (2006) 

“Vodka martini shaken, not stirred” 

(ウォッカ・マティーニ、かき混ぜずにシェイクで) 

キャスト: ダニエル・クレイグ、エヴァ・グリーン、ジュディ・デンチ 

監督: マーティン・キャンベル 


