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【はじめに】 

皆さん、こんにちは！立命館大学クイズソサエティー（RUQS）です。このしおりは RUQS 

についての情報をわかりやすくまとめたものとなっています。RUQS に入会したい人、ど

んなサークルに入ろうか迷っている人は是非ご一読ください！参考になれば幸いです。 

 

また添付してある写真については、昨年度（2020 年度）はオンラインでの活動のみであっ

たため、2019 年度以前のものを参考に使用しております。 

 

 

 

【目次】 

・RUQS について、RUQS の活動について P3 

・活動内容 P3〜P4 

・昨年度の年間行事 P5〜P8 

・サークル外での活躍、サークル内サークル、ここ数年の実績 P8 

・Q &A P9 

・ペーパークイズにチャレンジ問題編 P 10 

・ペーパークイズにチャレンジ解答編、終わりに P 11 

  



3 

 

【RUQS について】 

・サークル名：立命館大学クイズソサエティー 

・創立年：1982 年（創立 39 年目） 

・部員数：48 名（男子 36 名、女子 12 名） 

・活動キャンパス：衣笠、B K C、O I C（O I C の活動は今年から再開） 

・会費：4000 円/年 

 

 

 

【RUQS の活動について（オンラインの場合）】 

・活動曜日：水曜、金曜 

・活動時間：平日 18 時 00 分〜21 時 00 分、休日不定期 

こうみると週の多くを活動に費やしているように見えますが実際はそうでもなく、入退室 

自由で、欠席の連絡も必要ない超フリーダムなサークルとなっています。来たい日に来てく 

れれば大丈夫です！ 

そのため兼サーやバイトをしている人、資格取得に挑む人も数多く在籍しています。 

 

 

 

【活動内容】 

１．フリバ 

フリーバッティングの略。「5 回正解したら勝ち」など簡単にルールを設定し早押しクイズ 

を行います。問題は RUQS が保有している既存の問題集を読むことが多いです。 
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２．会員による企画 

月に 4 回ほど会員による企画が行われます。ミニクイズ大会のようなものです。早押しク 

イズだけでなく、ビジュアルクイズやイントロクイズなど様々な形式のクイズが行われる 

こともあります。 

 

99 人の壁企画 

 

ローリングクイズ 

 

３．大会参加 

大阪や東京方面で行われるクイズ大会に参加します。（有志のみ） 
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例年の主な活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・5 月 春総会（全員参加）※今年はオンラインにて全員参加になる予定です 

 

2019 年の春総会の様子（昨年はオンラインにて行いました） 

 

3 月...abc/EQIDEN 

4 月...新歓期間 

5〜7 月... 前期総会、前期企画、第 0 回インカレ 

8〜9 月...AQL 関西、正装スペ、夏合宿 

10 月...後期企画、RUQS1 回生大会「第 1 回 START」 

11 月...後期企画、名立戦 

12 月...後期総会、EQIDEN2020 メンバー選考会 

1〜2 月...冬合宿 
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・8 月 夏季総会、正装スペ：年に一度コスプレをして行うクイズ企画。コスプレはしなく 

ても大丈夫ですがしてくるといいことがあります。 

↓2019 年の正装スぺの様子 

 集合写真（百鬼夜行？） 

レイトン教授    プロデューサー 

 

・９月 夏季合宿 

他県や大学のセミナーハウスに泊まって、クイズ漬けの数日間を過ごします。基本は OIC

で行いますが、最近では長野や福井県に行ったりもしました。クイズだけではなくバーベキ

ュー等のお楽しみもあるかもしれません。 

 

・11 月 名立戦 

ウルトラクイズのボルティモアの決戦から始まった名古屋大学クイズ研究会さんとの伝統 

の一戦。現在 14 勝 17 敗で負け越しです。今年こそは‥！ 

 

・12 月 冬季総会（全員参加） 

執行部の入れ替えを行います。 

 

・２月 冬季合宿 

京阪立三大戦（京大、阪大との交流会） 

１ヶ月後に迫った全国大会に向けてクイズの特訓を行います。 

 

・３月 abc/EQIDEN 

最大規模の学生クイズ大会に出場します。団体戦と個人戦に分かれており、個人戦には希望 

者全員が、団体戦には選抜 10 名が参加します。 
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WEB EQIDEN2020 では望外の全国 3 位！前回大会は全国 6 位という成績を収めることが

できました！！今年は優勝を目指しましょう！ 

 

2019 年の EQIDEN の様子 各大学の精鋭たちがしのぎを削ります！！ 

 

これらの他にも、学園祭への参加や飲み会等のイベントがあります。 

しかし総会以外は任意参加なので、サークルの都合に帰省やバイトが縛られることはあり 

ません。 
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【サークル外での活躍】 

テレビの撮影協力や番組出演、作問等を依頼されることがあります。 

RUQS だからこそできる貴重な経験を得ることができます。 

 

【サークル内サークル】 

RUQS は多くの趣味を持つ人がたくさんいます。同じ趣味を持つもの同士、プライベート 

で集まって遊ぶことがあります。（噂によると、「RUQS 野球部」「RUQS カラオケ部」「RUQS

スマブラ部」などがあるとかないとか？） 

 

このように仲が良く、よく遊ぶ当サークルですが、あくまで主な活動はクイズです。 

 

【ここ数年の実績】 

・abc the15th：3R 進出者１名 

・WEB EQIDEN2020：3 位 

・EQIDEN 2021：6 位 

・στυ：会員所属チームが準決勝進出 

・緑問杯 RESTART《リスタート》：3R 進出者１名 

・LQC〜Local Quiz Cup〜：準決勝進出者１名 

・第 10 回西日本新人王：予選 3 勝（準決勝進出）１名 

・非学問オープン：決勝進出１名 

・EQIDEN 2019：９位 

・第 11 回西日本新人王：予選 3 勝（準決勝進出）２名 

 

  



9 

 

【Q &A】 

Q．初心者なのですが大丈夫ですか？ 

A．RUQS に入会する人の９割以上は初心者ですので心配する必要はありません。先輩がク

イズについて手取り足取り教えます。 

 

Q．兼サーはできますか？ 

A．できます。会員の多くが兼サーしています。 

 

Q．1 回生ではないですが入会できますか？ 

A．入会可能です。 

 

Q．新歓期間を逃したら入会できませんか？ 

A．そんなことはありません。RUQS は年中入会可能です。 

 

Q．他大学ですが入会できますか？ 

A．できます。現在、京都大学、京都女子大学、同志社大学など様々な大学の会員が入会し

ています。 

 

Q．下宿生ではない人もいますか。 

A．たくさんいます。 
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【ペーパークイズにチャレンジ問題編】 

全 15 問です。満点取れたらすごい！！暇な時に挑戦してみてください。 

 

1.ボストーク 1 号に搭乗し「地球は青かった」という名言を残した、世界で初めて宇宙飛

行をした人物は誰でしょう？ 

2.「山猫軒」という料理店に迷い込んだ 2 人の男を主人公とする、宮沢賢治の代表作とい

えば何でしょう？ 

3.縛りや革命、8 切り、都落ちなどのローカルルールがある、トランプを使ったゲームは何

でしょう? 

4.「ストロンボリ式」「プレー式」「ブルカノ式」などに大別される、マグマなどの火山物質

が地表に噴出する現象を、漢字二文字で何というでしょう？ 

5.シニグリンという辛み成分が含まれている、主にお寿司や刺し身の薬味として使われるア

ブラナ科の植物は何でしょう? 

6.本来は「旗」という意味であり、アニメなどでは伏線を意味し、これを「回収する」と言

う表現も用いる言葉は何でしょう？ 

7.もともとは律令制において最下層の家のことであった、お酒がまったく飲めない人を表す

言葉は何でしょう？ 

8.キャベツや鉛筆、トイレットペーパーなどの中心にある硬い部分のことを、漢字一文字で

何というでしょう？ 

9.将棋の駒のなかで成ることができない 2 つの駒とは王将と何でしょう？ 

10.溶液の濃度に影響を与えないように、用いる容器や器具をその実験に使用する溶液です

すぐことを何というでしょう？ 

11.火を神聖視することから「拝火教」という別名を持つ、ササン朝ペルシア発祥の宗教は

何でしょう？ 

12.ラテン語で「他のところに」という意味がある、犯罪が起きた時にその場にいなかった

という証明のことを何というでしょう？ 

13.「セトリ」とも略される、ライブやクラブイベントにおいて、演奏する楽曲を順に一覧

にしたものを何と呼ぶでしょう？ 

14.京都の文化財である二条城にあるものが有名な、歩くと軋（きし）む音がして敵の侵入

が分かりやすくなっている廊下のつくりを何というでしょう？ 

15.ケッペンの気候区分において乾燥帯を大きく二つに分けると、砂漠気候と何でしょう？ 
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【ペーパークイズにチャレンジ解答編】 

1．ガガーリン 

2．『注文の多い料理店』 

3．大富豪、大貧民 

4．噴火 

5．ワサビ 

6．フラグ 

7．下戸 

8．芯 

9．金将 

10．共洗い 

11．ゾロアスター教 

12．アリバイ 

13．セットリスト 

14．鶯張り 

15．ステップ気候 

どうでしたか？？満点取れたあなたはすごい！！ 

 

 

 

【終わりに】 

拙い文章でしたが読んでいただきありがとうございました。少しでも RUQS に興味を持っ

てもらえたら幸いです。 

Twitter、公式 LINE で最新情報を更新しているので、よかったらフォローお願いします。 

・Twitter：＠ruqs_quiz 

・公式 LINE：＠852aruqt 

もっと RUQS について知りたいという方がいましたらホームページも覗いてみてくださ

い。 

・https://w.atwiki.jp/ruqs/ 

他に質問等ございましたら気軽に DM、質問箱、メール等してください。対応いたします。 

・メアド：ruqs@hotmail.co.jp 

それでは皆様にお会いできるのを楽しみにしています！ 


