
帰国子女受験 過去問 解答 聖光学院・都市大学等々力など  

こんにちは！ シェリーと申します。私は、日本の高校と USA の

高校を経て、現在、NY の大学で交際関係学を専攻しています。知り

合いの方から「帰国子女受験をするのに、情報が殆どなくて困ってい

る」と伺い、少し調べてみてびっくりしました。 

受験には、過去問を徹底的に繰り返すのが合格の王道なのですが、

その過去問をようやく手に入れても「解答がない！」と言うことが少

なくないのです。そこで、その方から頼まれた解答を作成して、お渡

ししたところ大変喜んで頂けました。その時「きっと同じように困っ

ているお子さんや親御さんがいらっしゃるだろうな」と思い、解答を

共有しようと思いました。参考になれば、嬉しいです。 

 あと、他の学校の解答がほしい方は、お手数ですが、問題を送って

下さい。できるだけ解答をお返ししようと考えています。 

 それから、エッセーは合否を決める大事なところなのですが、これ

も添削などなかなかしてもらえないし、専門の受験塾に安くない学

費を払わねばならないようです。その状況は、英語をもっと広めたい

とか（国が英語学習に真剣に取り組んでいるとは思えない）日本の学

生こそ世界に出るべきと願っている私になっては、残念なことです。



お金がないと良い帰国子女受け入れ校に行けないというのは、良い

教育環境とは言えません。私は、たとえ数学に優れなくても英語力が

あれば人生を切り拓けると思いますし、お金がないご家庭のお子さ

んこそ、奨学金を勝ち取って世界の大学に羽ばたいて「逆転ホームラ

ンを打って」ほしいと心から願っています。 

そこで、もしエッセーを見てほしいという方がいれば、ご相談下さ

い。書かれたエッセーを送って頂ければ、添削し、今後得点ＵＰする

ためには、どうすれば良いかをお話しさせて頂きます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

受験略歴：海外のインター校から、高校受験で日本に帰国。渋谷学

園幕張校および東京学芸大附属国際中等に合格。その後、ＮＹの大学

に進学。KIKOKUSIJYO ACADEMY と早稲田アカデミー帰国子女

コースでの指導経験有。  連絡先：sherryvnjp@gmail.com 

＊ 尚、解答については、あくまで参考とさせて頂きます。 

Hi! I’m Sherry. After my studies at high schools in Japan and the US, 

I am currently a university student in New York studying International 

Studies. A relative mentioned how they “are going to take the returnee 

student entrance exam, but was troubled by the lack of information 
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there is available,” so I decided to look into it and was genuinely 

surprised. Typically for juken/entrance exams, we thoroughly study 

past exam questions. However, even upon obtaining these past 

questions, it is not uncommon for people to realize – “there is no 

answer!?” Therefore, I created an answer sheet for someone who had 

requested answers to such past questions, and he was very pleased 

upon receiving it. That's when I thought, "I'm sure there must be 

children and parents who are in the same boat," and decided to share 

my answers to some juken past questions. It will be a pleasure if it is 

of help to you too. Additionally, if you want answers to juken exam 

questions from other schools, please send us your questions. I will try 

to give you the answer as soon as possible. 

I would also like to mention that juken essays are an important 

deciding factor in whether one can pass or fail, but it seems getting 

corrections for such essays can also be tricky. Most often, you have to 

pay a not-so-cheap fee to a specialized cram school. As someone who 

acknowledges the power of language and wishes for more Japanese 

students to be able to prosper beyond Japan's border, I cannot help 



but think such a situation we are in to be a shame. If not having enough 

money means you can't go to a good school that accepts returnees, can 

we really say we have an excellent educational environment? I believe 

that even if you are not good at mathematics or the sciences so often 

desired in Japan, you can still open up a new life for yourself with your 

English ability. It is also my sincerest wish for students particularly 

from economically challenged families to be able to grasp their chance 

and flourish at universities abroad with their scholarships.  

So, if anyone wants their essay checked, please contact me. I will 

correct it for free the first time and tell you what to do to improve your 

score in the future. I look forward to hearing from you. 

Experience as qualified teacher at WASEDA ACADEMY’s 

Returnee Student Courses and KIKOKUSHIJO ACADEMY.  

  CONTACT: sherryvnjp@gmail.com 

 

聖光学院中学 帰国子女試験 英語 2021 年 解答 

1⃣ ① C ② D ③ B 

2⃣ ① B ② C ③ B ④ B ⑤ D 

mailto:sherryvnjp@gmail.com


3⃣ ① Like  ➡ alike   ②  subject  ➡  subjected 

③ Would ➡must  ④really ➡ actually  

５Awarenesses  ➡ Awareness 

 

東京都市大学等々力 中学 帰国子女試験 英語 2019 年 解答 

   2 番 5 番 8 番 

1⃣ ① オ・キ・カ   ② エ・ク・オ   ③ イ・ク・コ 

④  エ・イ・ア  ⑤ ウ・カ・オ  ⑥ ケ・ク・オ 

⑦ ケ・カ・ウ ⑧ オ・カ・エ 

2⃣ （１）①イ ② オ  （２）①エ ② ア 

3⃣ ①イ ②イ ③ウ ④エ ⑤ウ ⑥ア 

東京都市大学等々力中学 英語 1 教科 英語 2019 年 解答 

1⃣ ① ウ ② ア ③ア ④ イ ⑤ エ 

    2 番 5 番 8 番 

2⃣ ① キ・ク・エ   ② ク・ウ・キ   ③ ア・カ・エ 

⑤  キ・ウ・イ  ⑤ イ・ウ・キ  ⑥ エ・ウ・オ 

⑥  ク・カ・ウ ⑧ カ・オ・ケ 

東京都市大学等々力 中学 帰国子女試験 英語 2021 年 解答 

    2 番 5 番 8 番 



1⃣ ① オ・エ・ウ   ② ウ・キ・イ   ③ キ・エ・ア 

④ キ・ア・オ  ⑤ イ・ア・キ  ⑥ エ・オ・カ 

⑦  ウ・ア・オ ⑧ イ・ク・コ 

2⃣ （１）①ウ ② ウ  （２）①ア ② エ 

3⃣ ①エ ②ア ③ウ ④ア ⑤ア ⑥エ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


