
JFF ONLINE 2022 IN MALAYSIA

No. Title 作品名

1 Happy Flight ハッピーフライト

2 Her Love Boils Bathwater 湯を沸かすほどの熱い愛

3 It's a Summer Film! サマーフィルムにのって

4 Mio's Cookbook みをつくし料理帖

5 ReLIFE ReLIFE リライフ

6 SUMODO～The Successors of Samurai～ 相撲道～サムライを継ぐ者たち～

7 The Chef of South Polar 南極料理人

8 Time of EVE the Movie イヴの時間 劇場版

9 Under the Open Sky すばらしき世界

10 Until the Break of Dawn ツナグ
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JFF ONLINE 2022 Nihongo Quiz

オンライン日本映画祭2022で日本語クイズに参加して、商品をゲットしよう！

被験者No.001は誰ですか？

Watch Japanese films at JFF ONLINE 2022,
answer the quiz in Japanese and win a prize!

以下の10作品から5作品を選び、クイズに答えましょう！
1

INSTRUCTIONS

Pick 5 films from the list below and answer the questions!

2
回答用紙に答えを手書きで記入し、2月28日午後10時までに thejapanfoundationkl@gmail.com までお送りください。

Fill in your answers on the Answer Sheet then submit it to thejapanfoundationkl@gmail.com by 10:00 PM on 28 February 2022. 

質問／Question
主人公のフライトアテンダントが飛行機の中で作ったデザートは何で
すか？

カニを毎年送ってきていたのは、誰ですか？

はだしが一番好きな映画のタイトルは？

小松原は澪を何と呼んでいましたか？

お相撲さんたちが食べた焼肉の代金はいくらでしたか？

イセエビは何に料理されましたか？

リクオのAIの名前はなんですか？

主人公がもらった自転車の色は何色ですか？

土屋がきらりのクッキー缶の中に見つけたものは何ですか？

Any late submissions beyond the deadline stated above will not be entertained.

The 10 selected lucky winners will be announcement via our website and SNS channels. Further arrangements for prize deliveries 
will be done through email.

TERMS & CONDITIONS

Submissions are only accepted if your answers are handwritten on a printed copy of this answer sheet. If you are unable to print this 
file, you may use a blank sheet of paper and write down your answer using the same format as in the answer sheet.

You can submit your answer via email to the email address above by sending in a picture or a scanned copy of your handwritten 
answer sheet.

This quiz is open to all Japanese language learners of all ages. For inquiries, you can email us via the email address above.

Only ONE (1) submission is allowed per person.
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オンライン日本映画祭2022　日本語クイズ
回答用紙

回答／Answer

＊回答は日本語で、手書きで記入してください。

サイン:


