
物理学 科学 機械工学 情報工学 数学 生物学

No. (Physics) (Chemistry) (Mechanical engineering) (Information science) (Mathematics) (Biology)
1 これ無しには語れない プラスチック 分からない ウイルス かたい DNA
2 深い 汚染 縁がない コンピューターウィルス わからない セクシャル

3 必要 環境 興味がない サイバー攻撃 楽しくない タンパク質

4 不思議 地球 謎 セキュリティ 興味がない 移植

5 本当は面白そう 泡 難しい パスワード 苦手 遺伝

6 未知 核 これからなくてはならないもの ハッカー 嫌い 遺伝学

7 テンソル 水素爆発 楽しい ハッキング 使わない 遺伝子

8 解明 放射線 自分も造ってみたい リテラシー 大変だ 右脳

9 計算 放射能 詳しい人はすごい 暗号 点が取れない 血液

10 計算式 ダイナマイト 必要 戦争 頭痛 血液型

11 公式 化学兵器 便利 捜査 難しい 血管

12 推論 劇物 AI 秘密情報 難解 細胞

13 数学 戦争 IC かたい 難問 酸素

14 数字 爆発 IT むずかしい 必要ない 手術

15 数式 危険 コンピュータ わからない 複雑 人体

16 統計 怖い パソコン 科学専門の分野でも更に複雑な 眠い 整体

17 微分積分 化学療法 プログラミング 興味がない やり直したい 生体

18 平行 配合 計算 嫌い 奥が深い 生命現象

19 方式 病院 人工知能 難しい 楽しい 染色体

20 方程式 病気 ナノマシン 複雑 達成感 前頭葉

21 予想 加速 マイクロマシン PCカタカタ 憧れ 代謝

22 お得意芸 極み 完璧 SE 美しさ 二重らせん

23 カミオカンデ 現実的 機械の仕組み エンジニア 必要 肉体

24 ダークマター 進歩 機械をつくる オタク 必要性 命

25 ヒッグス粒子 必要 機密 眼鏡 面白い オタクっぽい

26 宇宙 未知 工作機械 経験 コンピュータ 気持ち悪い

27 宇宙物理学 未来の挑戦を頑張っている 正確性 細かい 応用 ぐろい

28 慣性 夢 精密 繊細 日常 マニアック

29 現象 ケミカル 精密機器 男子 全ての基本 分からない

30 黒い 化学薬品 精密部品 男性 １+１＝2 縁がない

31 自然 薬品 NC 電気技工 100ます計算 興味がない

32 自然科学 薬物 電子機器 白衣 5教科 嫌い

33 自然界 ネバネバ 半導体 理系 cos 古い

34 自然現象 フランス AIBO コミュニケーション π 地味

35 証明 液体 アシモ メディア オームの法則 難しい

36 場の量子論 怪しい液体 おもちゃ 社会 オリンピック おもしろい

37 世界 蒸気圧 ガンダム作れそう 社会的 かけ算 すき

38 星 魔法 コントローラー 人間 キノシタハジメ ワンダー

39 素粒子 錬金術 ハードウェア リーマンショック グラフ 楽しそう

40 素粒子物理学 火 ペッパー 株式 サインコサインタンジェント 関心がある

41 地球物理学 リトマス試験紙 マシン 金融 そろばん 興味が持ちやすい

42 地震 遺伝子 ロボット 経済 つるかめ算 個性的

43 超ひも理論 化学式 ロボット工作 債権 ベクトル 神秘的

44 定理 化学反応 産業用ロボット 5G ルート 身近なもの

45 天文学 化学変化 人の変わり CG 暗算 大事

46 日本人 燃料 ドローン CPU 移項 知りたい

47 微粒子 物量 バイク Fortran 因数分解 特別な世界

48 法則 変化 ハンドル GPS 引き算 必要

49 問題 融合 運転 LAN 円周率 未知

50 理論 水 航空機 RAM 演算 優しい

51 理論的 H2O 自動車 ROM 鉛筆 水

52 量子重力理論 ナトリウム 自動車産業 インターネット 確かめ算 バイオエネルギー

53 量子物理 ヘリウム 新幹線 エクセル 確率 環境

54 論理 リチウム 船 クラウド 角度 食物連鎖

55 論理的 塩酸 鳥人間 携帯電話 学校 窒素

56 高エネルギー加速器研究機構 空気 電車 ゲーム 掛け算 土いじり

57 大学 元素 飛行機 コンピューター 割り算 二酸化酸素

58 大学院 酸素 ロケット そろばん 関数 二酸化炭素

59 理大 水素 宇宙 デスクトップ 教科書 食物

60 相対性理論 石炭 高層ビル ネット 教師 ガラパゴス諸島

61 知的 石油 建物 バイト 繰り上がり ダーウィンの進化論

62 天才 窒素 大きい パソコン 計算 ホモ・サピエンス

63 頭が良い人が多い 鉄 夜景 ハル 計算式 猿人

64 頭脳明晰 銅 3D ビット 計算方式 化石

65 お堅い 二酸化炭素 ソフトウェア ブラインドタッチ 公式 種

66 男子 分子 デザイン プログラミング 公理 新種

67 忍耐 PH なに プログラム 行列 進化

68 熱心 アルコールランプ ボルト フロッピーディスク 高校 進化論

69 白衣 アンモニア ものづくり メモリ 三角関数 人類の進化

70 変人 オーム 工作 ワード 三角形 生態

71 アインシュタイン おもしろ実験 作る 灰鼠 算数 生物学者

72 アルキメデス ガスバーナー 心 幾何学 四則 生物進化論

73 ウイリアムテル クロスカップリング反応理論 生産 記録媒体 指数 絶滅

74 エジソン ケミストリー 製造 計算式 式 滅亡

75 ガリレオ さまざまな物質の構造 創意工夫 軽い 順列 歴史

76 でんじろう先生 センター試験 創作 高校 図 自然界

77 ニュートン ビーカー 発明 情報処理 図形 生態系

78 ノーベル フラスコ 表現力 信号処理技術 数A 絶滅危惧種

79 ノーベル賞 プレパラート ３Ｄ　ＣＡＤ 専門的 数学1 野生動物保護

80 ノーベル物理学 ベンゼン環 ３Ｄプリンタ 通信 数学ⅡB パンダ

81 ピタゴラス メスシリンダー 応力 通信システム技術 数学III 動物園

82 ホーキング博士 モル 機械設計 通話 数学オリンピック シグナル伝達

83 学者 モル濃度 機械要素の設計 電卓 数式 バイオ

84 教授 遠心 建設 電波 数列 ミクロ

85 先生 化学記号 建築 統計処理 整数 化学

86 専門的 化学教室 効率 文理 積分 科学

87 湯川秀樹 化学式 図面 理科 先生 学問

88 博士 化学繊維 製作 スマホ 素数 基礎

89 物理学者 化学肥料 製図 テレビ 足し算 研究

90 理系 化合物 設計 プリンター 対数 行動学

91 歴史 科学 設計図 ラジオ 代数 自然科学

92 neuron 過酸化水素 線 機能 中学校 獣医学

93 水 還元 エンジニア 電化製品 中学生 植物学

94 エーテル 記号 かしこい 動画 電卓 生物

95 エネルギー 共有結合 つなぎにスパナ クリーンルーム 範囲 生命学

96 エントロピー 結合 眼鏡 システム 微積分 探索

97 オームの法則 顕微鏡 眼鏡男子 つくる 微分 動物学

98 おもり 元素記号 器用 パラフィン 表計算 発見

99 クイズ 原子記号 男 ペッパー 不等号 発生学

100 てこ 高校 男の世界 ボトルネック 分数 微生物学

101 てこの原理 酸化 男子 マウス 方式 分子生物

102 トン 酸化還元 男性 ロケット開発 方程式 分子生命

103 ニュートンの法則 紫 男性が多い ロボット 削除 免疫

104 ボールのとびかた 試験管 知的 応用 理系 観察

105 りんご 式 コスト 開発 量 自然

106 位置エネルギー 実験 メーカー 技術 1.2.3 実験

107 移動 触媒 家電 競争原理 ∞ 分析

108 引力 性質および物質相互の反応 開発 研修 X ウイルス

109 運動 先生 開発部 効率化 α 細菌

110 運動の法則 染色体 技術 工業 β 動植物

111 往復 天秤 技術立国日本 産業 ゼロ 病原菌

112 応力 電子式 就活 仕事 数 病原体

113 化学 乳棒 メカニック 自動運転 数字 薬

114 加速 燃える 機会 自動化 無限大 くわしい

115 加速度 燃焼 機械 自動車 パズル フィールドワーク

116 科学 配列 工業 実技 時間潰し 科学者

117 慣性の法則 発光 産業 実務 オタク 暇

118 観察 発熱 産業の発展 車 こだわる 学者

119 観測 反応 大量生産 将来性 堅物 京大

120 基本 反応式 革新 情報ネットワーク技術 スマート 行動

121 記号 表 今は廃れている 情報技術 センス 真理

122 距離 物質 最先端 情報通信 バカにはわからない 生き方

123 空間 物質構成 新 新技術 計算が速い 長靴

124 空気 平素記号 進歩 組み立て 賢い 動物好き

125 研究 変な先生 未来 コンピュータ 細かい 白衣

126 元素 勉強 未来的 スーパーコンピューター 数字好き 変わり者

127 原子 方式 政策 量子コンピュータ 早い 理科系の男

128 原子記号 理科 メタル AI 知的 旅行

129 原子天秤 理科室 金属 ディープラーニング 天才 AI
130 原理 理系 金属加工 データ 頭脳 これから

131 光 流れ 金属材料 ビッグデータ 勉強ができる 役立つ

132 光の透過 ISS 鉄 環境 屁理屈 過去

133 高校 キサントプロテイン反応 エンジン 機械 ノーベル賞 事前

134 根源 何の役に立つのか がさつ 人口 ピタゴラス 先端

135 作用 ミクロ ギヤ 人工知能 ラマヌジャン IPS細胞
136 作用点 安全管理 スイッチ 人工頭脳 学者 STAP細胞
137 雑学 宇宙科学 スポット溶接 多数 数学者 クローン

138 支点 応用化学 たくましい 膨大 博士 遺伝子検査

139 止まる 化学 つなぎ ますます発展 解 遺伝子組み換え

140 事実 化学方程式 ハンダ 楽しそう 解答 医療

141 時間 基礎 ポンプ 近年 結果 化学兵器

142 質量保存の法則 基礎科学 マイクロアクチュエータ 近未来 合理的 倫理

143 実験 計算 マシーン 現代的 真理 倫理感

144 重い 研究 モーター 今 端的 アンリファーブル

145 重さ 研究者 安全性 今どき 答え エンドウ豆

146 重力 研究所 汚れる 最近 答えがでる おさかな君

147 常識 原子 下町 最先端 答えが一つ シートン

148 真空 公式 下町ロケット 最先端技術 問題 ダーウィン

149 人間の体のしくみ 考え方 怪我 時間 理論 ノーベル者

150 図書館 合成 危険 自由 理論的 ノーベル

151 水上置換法 自然 機械を造ることを主に学ぶ部門 将来性がある 論理 ノーベル賞

152 赤点 自然科学 機械操作 新しい 論理的 パスツール

153 速度 証明 機械要素全般 進化 フィボナッチ数列 ファーブル

154 張力 数学 掘削 進歩 フェルマーの最終定理 ファーブル昆虫記

155 哲学 数式 工事 先進 マスマテックス メンデル

156 鉄 生化学 工場 先進性 解析学 メンデルの法則

157 転がる 生成 作業服 多い 幾何 山中教授

158 電気 大学 作動 必需品 幾何学 博士

159 電子 筑波大学 歯車 必要 空間 アカアシアマガエル

160 電磁気 電気 実用 未来 群論 アリの研究

161 電磁気学 電気化学 乗り物 未来創造 検定 カエル

162 電磁場 動物 制御 夢 最終定理 カエルの解剖

163 登る 農芸化学 選抜 流行 三平方の定理 ふなの解剖

164 熱 発見 組み立て マスコミ 集合 ホルマリン

165 熱力学 物理 操作 新聞 証明 メダカの観賞

166 波動 物理化学 町工場 知識 証明問題 ルーペ

167 飛行 分析化学 電圧 アメリカ 色々なことを数字で解く 解剖

168 微生物 方程式 電気 シリコンバレー 数論 顕微鏡

169 物 無機 油 英語 整数論 顧問

170 物事 無機化学 油まみれ 考え方 専門的 光合成

171 物質 無機物 溶接 日本 大学 人体模型

172 物体 有機 シリンダー 2進数 探求 人類

173 物理 有機化学 パーツ IC 定理 生長点

174 物量 理論 バルブ ICT 統計 卵

175 分子 分からない はんだごて IoT 統計学 理科

176 分銅 興味がない プラント IT 統計数理研究所 理系

177 放射線 苦手 プレス機 N進法 分析 孵化酵素

178 放物線 嫌い ベルトコンベアー カウント 法則 アメーバ

179 本 難しい ペンチ シミュレーション 未知 カビ

180 本質 複雑 ホーニング スピード イデア サナダムシ

181 摩擦 複雑な数式で難しそう ミーリング デジタル 哲学 とかげ

182 摩擦係数 カネカ メンテナンス ネットワーク ナマコ

183 万有引力 カレーライス 基盤 処理速度 ねずみ

184 落下 プラント 建設機械 処理能力 バクテリア

185 落下試験 宇部興産 工具 情報化 マウス

186 落下速度 化粧品 材料 情報量 ミジンコ

187 理科 花火 修理 二進数 ミトコンドリア

188 力 開発 重機 カミオカンデ ミドリムシ

189 力学 企業 重工業 博士後 メダカ

190 力学的 技術的 真空ポンプ 演算 ラット

191 力学的理解 工業 製造機 解析 猿

192 力点 工場 切削 解析技術 花

193 はかり 高分子 旋盤 確率論 蛙のたまご

194 振り子 合繊 釘 学部 寄生虫

195 天秤 資生堂 道具 基盤 魚類

196 ダイアモンド 商業価値 農機具 計算 血統

197 ひもずける 新素材 板金 研究 犬

198 プレート 生産 ハローワーク 研究室 昆虫

199 県境 製造 掲載 工科大学 植物

200 山 繊維 オートメーション 工学 深海魚

201 質量 素材 トルク 阪大 人間

202 台風 塗料 ひずみ 式 生き物

203 地学 日本化薬 メカニズム 情報 生命

204 地球 発明 ロボット開発 情報学 虫

205 地球の核 肥料 応用力学 情報系 鳥類

206 地球儀 分解 学部 情報大学 動物

207 地図 有機物 基礎 情報理工学 猫

208 地層 キューリー夫人 基礎理論 情報理工学部 繁殖

209 発見 でんじろう 機械化 数学 微生物

210 ちんぷんかんぷん ノーベル 研究 数字 猛禽類

211 難しい ノーベル化学賞 御茶ノ水 数式 両生類

212 分からない ノーベル賞 工学 数値計算 緑

213 高度 化学者 工学部 積み重ね 哺乳類

214 点数が取れない 学者 構造力学 早稲田 爬虫類

215 難解 湯川秀樹 高専 大学

216 難関 博士 材料科学 大学院

217 複雑 マスクとメガネ 材料力学 大学生

218 理解しにくい 孤独 仕組み 電気

219 苦しい 熱心 自動 電子

220 苦手 白衣 自動運転 東京大学

221 苦手科目 自動化 統計

222 嫌い 自動制御 発明

223 核 実験 物理学

224 核分裂 実習 分析

225 核融合 振動 理学

226 原子力 数学 理工科

227 エンジン 数字 理数系

228 スポーツ 制作 理論

229 ソーラーカー 千葉工大 立命館

230 ダイナマイト 専門 フォン・ノイマン

231 テレビ 専門学校 藤木直人

232 モーター 大学

233 ロボット 大学院

234 応用物理 知識

235 乾電池 抵抗

236 健康 電子工学

237 工学 内燃機関

238 工業 浮力

239 車 物理

240 人助け 理系

241 電子レンジ 理工学部

242 無重力 流体

243 流体力学

244 力

245 力学的性質

246 論理


