【JISD同窓会アンケートに寄せられたコメント】(2018年8月実施)
昨年の同窓会にも参加させていただきました。久しぶりに再会できる機会は大変貴重であると感じ、続け
る事ができれば嬉しく思います。多くの同期とはFacebookの同期ページにて繋がっており、個々の連絡先
が変わっても繋がっている便利さを感じております。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
担当者様 ありがとうございます。前回の同窓会に参加して、同級生の方々とつながることができ、とて
も嬉しく思っています。私は小学四年の時に帰国したので、卒業はしてないのですが、同級生と久しぶり
に会えたり、新しい友達ができたりと、デュッセルドルフでの思い出を共有しながらラインでグループが
できました。本当に有難いことです。また、この同窓会にあたりお会い出来なかった恩師に手紙を書きま
した。残念ながら、先生は定年前に突然の病で他界されたと奥さまからお返事を頂いて、あー、自分が
もっと早く手紙を出していたらと後悔した次第です。いずれにせよ、ご縁を大切にできたのは、担当者様
のおかげです。ありがとうございます。
できることは協力します
同窓会は大切だと思います。微力ながら力になれることがあれば、協力していきたいとは思います。
幹事の皆さんご苦労様です。いろいろ難しい問題はあると思いますが、是非私達のOB会を存続していただ
き、心の交流を深めて行けるようにお願いいたします。
関西に住んでいてなかなか同窓会に出席できませんが、連絡していただける事で、少しでもつながってい
ると嬉しく思います。高校の同窓会でもクラス会がメインで考えさせられます。
昨年の同窓会では、旧交を温め、各分野で活躍されている同窓生の方々の貴重な話を聞くことができ、事
務局の皆さまには感謝の気持ちでいっぱいです。旧教職員からも会費を集金していただき、少しでも協力
できればと思っています。
ここ数回の総会は若い世代ほど意義が薄いと思われても仕方ない内容でした。総会には満席で入場出来
ず、懇親会には近い世代はほぼおらず、飲み物を一杯口にしたのみでした。(飲食物のあるエリアには高齢
の先輩方が屯しており、近付き難い雰囲気。別に飲食しに来ているつもりもありませんでしたが。)全世代
を一所に集めることは心情的には賛成したい部分もありますが、現実的にはそろそろ限界ではないでしょ
うか。
お世話になっております。お忙しいところ色々御尽力頂き感謝申し上げます。先日六年生の時の恩師の再
赴任を祝う会があり、30年振りにクラスメイトたちと再会できました。そのような極地的な集まりが持て
るのも本同窓会組織がしっかりと機能しているおかげかと思っております。今はFBなどで以前より繋がり
やすい時代になっているため、全体会としての同窓会の意義を感じにくくなっているのかな？20代30代は
自分の身の回りや毎日の生活に追われ過ぎていて同窓会を省みる余裕はなかったかな、と、今回会長のお
話を読ませて頂きながら考えておりました。高校、大学どこの同窓会も抱える悩みは同じかと存じます
が、細く長くでも構わないので、Düsseldorf日本人学校が現地にある限りは、本同窓会も存続していけた
ら良いと個人的には思っております。
特定のメンバーに負担がかかり過ぎないような工夫をしつつ同窓生相互の繋がりを活かせるような運営が
できればベストと思います。メンバーにはそれぞれのニーズがあるのは当然で、同期と連絡を取りたい、
とか先輩のアドバイスを求めたい、など色々あるでしょうから、個人情報の問題には配慮しつつも必要な
時に必要な情報にアクセスできるような仕掛けができればいいでしょうね。ホームページの運営も私自身
恥ずかしながらよくわからなくなってしまってますが。
****年から****年まで教員として在籍していました。交通費の面があり、なかなか参加することができませ
ん。しかし、必ず1度は参加させていただく考えております。つながりを保つことは大変かと思いますが、
どうぞよろしくお願いいたします。
前回の同窓会が初めての参加でしたが、いささか会場が豪華すぎるというのが感想です。もう少しカジュ
アルでも良いのではないでしょうか。
運営は大変かとは思いますが、同窓会は続けて行ければと思います。
同窓会のお世話を有難うございます。 年月が経ち規模が大きくなった事、個人情報の保護の点からも運営
は厳しい事、よく分かります。 むしろここまでよく続けて来られたと感心しております。 これからは全体
会では無く同期会をそれぞれされたら良いと思います。 同期会のバックアップでよろしいのでは。
運営、いろいろお疲れ様です。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
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デュッセルドルフ日本人学校の同窓会の運営にご尽力頂きありがとうございます。同期の方々とは数年に
集まる機会を女性中心で作ってきました。全体の同窓会にも参加したいと考えながら参加できておりませ
ん。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。
伊藤勉先生はじめ、歴代役員の皆さまのご労に心よりの敬意と感謝を申し上げます。忙しく働いている現
役世代にとって時間とお金を使って集まるのは大変なことと思います。先回は同窓生の講演など大変有意
義な工夫がなされ、ただ集まって昔話に花を咲かせるだけでは無い有意義な会となりました。役員の皆さ
まには大変なご苦労をおかけしますが、JISD同窓会が同窓生並びに関係者にとりまして生きる力となり得
るものとして発展させていただきますようお願い申し上げます。
ご提案の趣旨に賛同します。長い歴史を持つデュッセルドルフ日本人学校の同窓会の構成人員数とその構
成員が日本国内外に広がっていることを考えると幹事の皆様のご苦労が理解できます。なんとかITの力を
かりつつもこの同窓会の絆は継続していってほしいと願っております。（****～**校長として勤務現在無
職）
同窓会関係者の皆々様のご検討、ご努力、ご尽力に感謝いたします。JISD同窓会は、日本国内に学校母体
がなく、卒業生も分散しており、全体を取りまとめていくことは難しいのかな、とも感じます。無理に総
会という負担の大きい手段を取らずとも、各期の分科会や、SNSなどによる連絡先の確保に注力して、必
要となれば連絡できる、つながれるくらいの緩やかな運営でも良いのかな、とも思います。
同窓会のお世話をありがとうございます。ドイツでの滞在時期が違っても、同じ期なら同窓会で顔合わせ
して日本で仲良くなれることもあり、嬉しく思います。
アンケートのご連絡ありがとうございます。本件に関して全く存じておらず申し訳ありません。異国の地
でそれぞれが異なる年代に滞在し在校していても、同じ校歌を歌い、共に遠いデュッセルドルフに想いを
馳せることができる同窓会はとても貴重でかつ大切なものであると、今年参加しまして深く感じました。
様々な問題が存在するようですが、多くいる同窓生が共に協力し合い、存続できたら幸いです。
お疲れ様です。同窓会ですがお金のかからない方法での広報活動が必要ではないかと考えます。私の考え
は今年2月に渡辺さん、長久保さんにお伝えしておりますので、よろしければ参考にしていただければと思
います。
個人的に都合が合わず、同窓会の方には一度も参加出来てないですが、陰ながら応援しています。宜しく
お願いします。
いつもお世話になっております。実家に案内を送っていただいていたので、同窓会の集まりの開催自体は
認識しておりましたが、タイミングが合わなかったり、地方暮らしで東京までの旅費の問題だったり、今
でも連絡が取れる同期で話をし、周りが参加しない旨を聞くと、尚更足が遠のいたり…とう状況でした。
実際に参加したことはないため一度くらい参加したいとは思いますが、同期との集まりならまだしも、特
に上下の学年との繋がりも薄かったため、他の世代の方々も一緒の集まりとなると参加しにくい印象は拭
えません。デュッセルドルフという地で時間を過ごした同窓生というだけでも奇跡的な繋がりだと思いま
すが。しかし、今連絡が付かない同期とも再会できたり、全く新たな出会いの場になるチャンスとも思い
ますので、今後一度は参加させていただきます。例えばですが、全体の集まりの中に分科会的なものを設
けてはいかがでしょうか。◯期〜△期（比較的近い）生会、□□□部員会、学校祭実行委員をやったことが
ある人会、当時ビューダリッヒから通っていた人会、高木書店に通いつめてた人会、インディアンプラッ
ツで現地の子供たちと交流していた人会など。あまりマニアック過ぎると確かに返ってひとが集まりにく
いかもしれませんが、ただ同窓会というより、何かしら共通点が見いだせれば交流もしやすいかなと思い
ました。すでにそのような試みをされていたら申し訳ありません。いつも取りまとめありがとうございま
す。
同窓会費などのハードな仕組みが、特に若い世代にさんかを躊躇させているのではないでしょうか。軽い
同窓会にしたら参加が増えるのでは？
同窓会の運営、たいへんでしょうが、よろしくお願いします。私も、教員として参加させていただきま
す。同窓生にとってもかけがえのない時間、教員としてもかけがえのない時間でした。現在は**大学教育
学部で教員養成の仕事をしています。「国語」「初等教科教育法国語」を担当しています。西ドイツ
デュッセルドルフでの中学生や小学生の授業のことを思い出すことがたびたびあります。あのとき頑張れ
たから、今がある。ということをみんな実感しているのではないでしょうか。これからも続けてくださ
い。応援しています。
同期では比較的頻繁に会合しており、ぜひ全体の同窓会の活動も可能な限り継続させたいと思います。何
かお力になれればと思います。
幹事ご苦労様です。同窓会開催に協力します。何かあれば連絡ください。
お疲れ様です。いつもありがとうございます。
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いつもありがとうございます。特殊な環境での繋がりであり、個人の想いも様々で運営も大変だと思いま
すが、引き続きよろしくお願いします。
想い出だけでの同窓会維持には限界があると思います。人生の各ステージにおいて自分にプラス・プラス
になる手段となれば価値と必要性が増し、延いては運営も楽になると思います。イメージとしては慶応の
「三田会」のような存在です。私は昔の日本人学校同窓会名簿（グリーン色の本）から私が務める（株）
**の社内の後輩をリストアップし、社内メールで連絡を取って会い、その後もコミュニケーションを有効
に活用しています。年代差は大きくても同じ日本人学校の先輩後輩が勤め先でもまた先輩後輩の関係にな
れたことにお互い特別な御縁を感じ、その後業務にも役立っています。名簿のお蔭でワンランクアップの
強固な信頼関係が社内で築くことができ大変有効となっています。
いつも大変お世話になります。同窓会はいつも楽しみに参加しています。やはり大勢の同期と会ういい機
会なので、可能であれば続けていただけたらとてもありがたいです。大規模だと大変だと思いますので、
もう少し小規模でも。。同期で来ていない人に、この情報を伝えておきます。よろしくお願いいたしま
す。
初めての参加は約15年ぶりの同級生との再会に感激した。2回目の参加は所属していた□□□部の先輩に会
えて嬉しかったが、よそよそしく、他学年との再会は盛り上がらないと感じた。それ以降は、全体同窓会
には参加していない。同学年では様々な少人数メンバーで気軽に集まるので、連絡網が機能していると感
じる。そのため、全体同窓会はきっかけ作りに貢献して下さったと思うが、開催意義としては全員参加に
あると思うので、全員再会の新鮮さを維持するには開催頻度を10年に１回位に下げてみてはどうかと思
う。また、会を運営して頂いている関係者の皆様には本当に感謝している。
同窓会運営、いつもありがとうございます。お疲れ様です。時代が変わり、卒業生の人数も膨大な数に
なっていく状況では、物理的な同窓会開催も大変になろうかと思います。IT時代ですので、同窓会事務局
が卒業生の為のmailing list serviceを卒業学年ごとに準備し（提供しつづけ）、卒業生が所属する卒業年の
mailing listに自ら登録し、同期の中での人間関係（情報発信）をmail baseで維持する（SMS自動配信の様
なｲﾒｰｼﾞ）仕組みはどうか。**期は、systemに精通する女性が絶えず mailing addressを用意してくれている
ので、同期に対する一斉配信は楽。
全体会はもう難しいかもしれませんが、連絡が取れるようにできると良いですね。
いつも同窓会の運営ありがとうございます。海外の日本人学校という性質上、在籍する同期の人数も多い
ですし、その後の行方も多岐に渡っている為、全体を統括する同窓会の存在は大きいと思います。SNSな
どを充実させ、世界のどこにいても、また、若い世代も手軽に参加できるような形での交流もあってもい
いのかと思います。今後共よろしくお願い致します。
巨大組織かつEUの個人情報方針で困難なことは理解していますが、そのような確りした知見、見識がある
こと自体が、本同窓会の価値の一つと思料します。昨年1月の同窓生の皆さまのご活躍の様子拝見し、
デュッセルドルフ日本人学校の在学生であったことを、非常にうれしく思いました。何らかの形で継続さ
れることを希望します。
同窓会の運営ありがとうございます。お手伝いもできず、また、仕事の関係で総会にも参加できず心苦し
いばかりですが、会のますますの発展を心よりお祈り申し上げております。いつまでも続きますことを
願っております。
**期の同窓会幹事をしている**と申します。2014年に同期全体の同窓会を開催したのですが、その際恩師
の方々への連絡や、お繋ぎしていただきありがとうございました。昨年の記念会及び懇親会にも参加させ
ていただきたかったのですが、都合が合わず参加できませんでした。また開催する際はぜひ参加させてい
ただきたく存じます。今後ともどうぞよろしくお願いいたします！
保護者です。我が家はまだ帰国していませんが、同窓会宛に加入の件でメールを1月に送りました。しかし
ながら返答が無かったもので未だ加入しておりません。学校から頂いた書面に記載されている同窓会窓口
のメールは正しいものなのですか？
同窓会のお世話をありがとうございます。遠方ですがいつか出席できたらと思っています。今後ともよろ
しくお願いします。
「多くの期が年度幹事が不在」とありましたが、そもそも年度幹事はどのようにして決まるのでしょう
か？実は、私の所属する**期も、今は誰が年度幹事をされているのか、よくわからない状況です。同期同
士では、時々集まりはあるものの、他の期の方々や先生方とは、このような同窓会でしかなかなかお会い
できないのが現状で、私個人としては、このような同窓会は貴重な機会であると思っております。昨年の
20周年記念同窓会は、帰国以来初めてお会いした先生方や同窓生もたくさんいらっしゃり、懐かしい顔ぶ
れに囲まれ、本当に楽しいひとときでした。もし可能であれば、これからも続けてほしいと思いますし、
微力ながら何かお手伝いできることがございましたら、ご協力できればと思います。
全く参加出来ておりませんが、運営本当にご苦労様です。
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旧姓 ****と申します。運営ありがとうございます。同窓会に参加させて頂いたのは13年前位ですが、また
是非参加したいと思っています。
引っ越して第八回総会があった事を知りませんでした。SNSなどを通じて繋がりと連携を輪を保っていけ
れば幸いです。
ありがとうございます

地方だとなかなか行けないのですが、続けてほしいと思います。

同窓会事務局を担われている皆様に、心より敬意を表しますとともに、厚く御礼申し上げます。
会費の事前払いと当日払いで価格差をつけると、当日の受付の混雑回避、参加者の確保につながる。会場
はターミナル駅近くの方が地方から来る人が参加しやすい。（東京、新宿、品川、渋谷など）
初めまして。引っ越しが続くうちに、いつしか同窓会本部さんへの住所登録を忘れ、今に至り恐縮です
が、SNSにて同窓会の現状を知ることができました。現在わたしは滋賀県に住んでおり、なかなか東京へ
行く機会はありませんが、タイミングのいいときがあればぜひ参加させていただきたく存じます。おいそ
がしいなか、こうして同窓生へのお知らせやアンケートのご連絡をくださり、ありがとうございます。
日本人学校には小学5年生までしかいなかったのですが、同窓会への参加は可能なのでしょうか？卒業せず
に転校した場合も参加できるようであれば嬉しいです。
今年の2月のオープンディスカッションの話は知りませんでした。たぶん告知の仕方に問題があったのでは
ないでしょうか？
同窓会の存続を期待しています。私なりに出来ることを考えます。
ありがとうございます。今後何かありましたら微力ではありますが協力させてください。宜しくお願いし
ます。
卒業生同窓生のためのご尽力、感謝いたします。一同に会する事が難しくても、連絡手段の一つとしてあ
るべきだと考えます。個人的に繋がるのは限界がありますので。デュッセルドルフを離れて数年後数十年
後、仲間達や先生方とお会いできるのは人生の財産になるはず…我が子にも経験して欲しいです。
同窓会の維持、運営ありがとうございます。JISDは私の原点なので大切にしたいと思っています。しか
し、申し訳ないことに同窓会の参加率は低いです（20年前に1度行ったきり）。大人数の集まりよりも少人
数のコミュニティの方が満足度が高いと感じていることと、孤立してしまう不安を抱えるくらいなら、後
で身近な参加者に様子を教えて貰えば良いかな、と思っているからです。（ごめんなさい）同級生の繋が
りは比較的あり、年に3-4回顔を合わせて情報交換しています。遠方の同級生とはSNSを通じて連絡取り
合っており、現状にあまり不満はありません。強いて挙げるなら、先生方や先輩、後輩たちの交流が無い
ため、皆様のご活躍に興味があるという点です。ただそれも、子供を預け、仕事のやりくりをして、小さ
な不安を胸に抱えながら、同窓会に参加して情報を得よう、と言うまでのモチベーションに繋がっていな
いのが現状です。webサイトを充実させて、インタビュー記事を定期的に掲載するのも良いと思います
し、恐らく既に取れているだろう同級生同士の横連携を、縦（先輩後輩たち）に結びつける仕組みを考え
るとか… 今の箱だけ用意されてるwebを活用する方法はまだまだたくさんあると思います。ジェネレー
ションの差が生じているように、モチベーションの差を埋めることは難しいと思います。でも繋がりが途
切れないようにしたい。そのためには、それぞれの興味をひく情報発信と、繋がりによって生じた成功体
験を共有する必要があると感じます。そしてwebは、有効なツールだと感じています。長々と失礼しまし
た。今後の活動の一助になれば幸いです。
恐らく私は若い世代に値する年代だと思うのですが、在学歴が短いというのもあってなかなか関わってい
くのは難しいと感じています。私ぐらいの同期はLINEでみんな繋がっていて、あんまり同窓会を必要とし
ていない部分もあるのかなと思います。**期はみんな仲が良くて結構集まったりしています！
子育て中で、なかなか参加できないのですが、いつか子どもが落ち着いたときに参加したいです。
取りまとめ大変だと思いますが、いつもありがとうございます。
今度是非同窓会に参加し、恩師始めみなさまと再会したいです。よろしくお願い致します。
クレジットカード払い等で年会費数百円を自動徴収するような仕組みなどあると如何でしょうか(一口100
円、3口からとか)。それくらいなら払うだろうと思います。年配の方なら多目に。
全体の同窓会となると、同期は参加するのか、大先輩がいる中参加するのは不安。などあるのが本音で
す。 **期でも同窓会ラインを作ってはいますが、20歳の成人の会を境にほとんど機能していないのが実状
です。
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幹事の負担を軽減して持続可能な体制にするのが良いと思います。1) いまどき、ほとんどの人は電子メー
ルを読めるはずなので、ハガキ等の連絡は原則廃止にして全てWebと電子メールにする（特に事情があっ
て電子メールの受信が難しい方は、同学年等の親しい方から個別に連絡して頂くなど）(全員Facebook等
のSNSのアカウントを取得して、という可能性も原理的にはあるが、これは難しそう）2) GMailとかフ
リーの電子メールアドレスの取得も簡単なので、気にする方には適当に連絡用の電子メールアドレスを取
得してもらい、希望者は同窓会内ではメールアドレスを公開するようにする3) 全体の同窓会を開催する際
も、とりあえず集まれれば良いということにして企画は省略。少なくとも、集まる以上の企画は幹事の義
務ではないということにする「b) 同窓生の活躍を紹介する c) 今の日本人学校、デュッセルドルフを紹介
する」あたりはFacebookとかで余裕のある人が適宜やれば良いような気がします。（そういう意味では、
Facebookでなくても良いかもですがSNS上のプレゼンスはあったほうがよいかもしれませんが、管理は最
小限で良いと思います。）少数の幹事で名簿を電子的に管理して同窓会の出欠もオンラインで取れば持続
可能であるような気がします。移行するにあたっては、そのアナウンスは最後に一度は郵便で連絡する必
要はあるのかもしれませんが…
ご苦労様です。

コミットする必要がございましたら*期に呼びかけます。

過去同窓会の写真がもらえてない場合は二度ともらえないのでしょうか？
同窓生と連絡を取っていないので、同窓会があればまた会うことが出来るのでとてもうれしいです。
いつもお世話になっております。そしてお忙しい中同窓会の運営ありがとうございます。昨年1月に全体で
の同窓会に初めて参加させていただき、新たな交流も生まれて有り難く思っています。今後もよろしくお
願い致します。
実は私も一度しか参加したことがないのですが、同窓会がなくなってしまうのはとても寂しいです。私で
良ければ幹事をさせて頂きたいと思いますし、人数が必要であれば他にも声をかけることは可能です。私
になにかできることがあればメールはあまり見ないので、Facebookで連絡下さい。宜しくお願い致しま
す。
同窓会運営ありがとうございます。ご縁あって同じ土地で子ども時代を過ごした仲間として、何らかのつ
ながりを持てるなら嬉しいです。
私の家族は兄弟*人ともが*年間、日本人学校にお世話になりました。帰国後に関西に戻ったため同作会に
参加が難しい時もありますが、今後は参加して行きたいと考えています。
過去同窓会を開催いただき感謝しております。それをキッカケに同期会が盛んになりました。デュッセル
ドルフ日本人学校にはたった9ヶ月しかいませんでしたが、旧交を深められるのはかけがえのないことだと
思っています。
いつもお世話になりありがとうございます。全体の同窓会のご案内を頂くと、それをきっかけに関西から
上京し、同級生との再会をさせてもらっています。これからも同窓会が続いていけばいいなぁと思ってい
ます。
気がつけばベルリンに留学し、気がつけばドイツ人と結婚し、今は夫の仕事の都合でデュッセルドルフに
住んでいます。デュッセルドルフ日本人学校で過ごした日々が今の私のドイツ三昧の人生のスタート地点
だったように思います。何かお手伝いすることがあれば出来ますので、仰ってください。
お忙しい中私共の要望を聞いてくださり有難うございます。
歴代の同窓会の役員の皆様のお陰で20年間も懐かしい先生、同期、先輩方に会う機会を頂き、本当に感謝
しております。大変な事だと思っております。当時私は小学生、中学生だった事もあり、申し訳ないので
すが自分達より下の学年の方の記憶はほとんどありません。(兄弟がいるので知ってる人もいますが)私達6
期ですと全日制の日本人学校ができる前年に小学校4年生だったので自分たちより上の学年から中学校3年
生までだった人の記憶しかありません。今年は恩師の中島先生の一時帰国を期に同級生が手分けして大捜
索し、先生のお力も借りて*期に在籍している人全員を確認しました。連絡の取れない方もいましたがたく
さんの同級生が集まる事が出来ました。同窓会の存続は希望しますが全員で集まるのは多すぎて確かに難
しいのかもしれません。
前回の同窓会は行けなかったのですが、今後も開催があれば行きたいです。
同窓会幹事お疲れ様です。何か手伝えることがあれば、このFBへの書き込みにでもアップして下さい。
同窓会の役員の皆様、いつもご尽力有難うございます。個人情報については確かに懸念もあり難しいこと
と存じます。それでも、やはり私達の心の拠り所です。何らかの形で継続出来ると嬉しく思います。宜し
くお願い致します。
大きな組織として見える同窓会は近寄りにくさを感じさせるが、身近な同窓生の会の集合体だと思えば近
づきやすく感じられる。個々人ではJISDに思い入れの強い人が多いので、うまくコミュニケーションをと
れば活性化できると思います。
取りまとめるのは、大変なことと思います。よろしくお願いいたします。
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私も母校の繋がりが全然なく、久しぶりに同級生や先生方と連絡を取りたくても連絡が取れず、寂しく
思っていました。活動の活性化、ぜひよろしくお願いします！(他力本願ですみません。)
お世話になります。ありがとうございます。
ありがとうございました
同窓会はできれば継続していただきたいです。協力出来ることあればしたいと思います。
人づてに聞きながらも同窓会への登録ができておらず、戻って*年が経過しておりました。同期教員より連
絡をもらいまして、アンケートを回答させていただきました。中心となって運営をされる皆様、色々とあ
りがとうございます。会を続けていくご苦労は大変なものだと思います。 このアンケートをきっかけに思
いを共にさせていただき、考える機会にしていきます。
会費が高くて同窓会に出席出来ないとの声をよく聞きました。なので、同窓会は欠席して、その後の同期
との飲み会だけ参加していたり。もし可能であれば、もっと質素でいいので会費を安くしていただけた
ら、出席率が上がる気がします。以前にこの同窓会に出席させていただいたおかげで、今もデュッセルの
同期と密に繋がっているので、本当に感謝しております。なので、存続して欲しいです。長々と失礼致し
ました。
過去の同窓会は、全て参加しています。今後にも期待しています。
大々的な同窓会の開催ばかりではなく、期ごとの同窓会開催のサポートというのも、求められている役割
の一つかと考えます。私自身、十人強の同級生とSNSでつながっていますが、既存のつながりの延長とい
う性格も強く、長く消息を知らない同級生も多いです。個人情報の保護等で難しいかもしれませんが、同
窓会の持っているデータを提供して、期ごとの同窓会開催を働きかけてみてはどうでしょうか。一度開け
ば、つながりは広がりますし、それが各期で活発に展開されれば、おのずから、同窓会全体が盛り上がる
ことになるのではないかと考えます。JISDで過ごした時間を大切に思っているので、同窓会が縮小してし
まうのは残念に思っています。同窓会に参加したいと思っていますが、東京に住んでいないため、参加し
にくいのが現状です。
ぜひ、今後とも2年に一度くらいで良いので継続してもらいたいと思っています。
小学校4年生時に帰国したため同級生との繋がりもすっかり少なくなりました。同窓会をきっかけに再び集
まることができればと考えています。
同窓会盛り上げて下さい。
お忙しい中いろいろとお考えくださってありがとうございます。先日の同窓会でも、企画してお声掛けく
ださる方がいらっしゃってこそ、懐かしい仲間にあえることを幸せに思いました。いつも人頼みでもうし
わけございません。なにか私にできることがあればさせていただきますが、是非数年に一度でも集まる
きっかけになる機会をおつくりいただければみんなも喜ぶと思います。どうぞよろしくお願いします。
遠方にて近年同窓会にも不義理しております。皆様の活発な働きかけ、大変有難く思います。
海外在住ですが、次回の同窓会にはぜひ参加したいと思っていました。全体の同窓会は、同期だけの同窓
会と違い、先輩後輩の他、多くの先生方にも会えるのが魅力的だと思います。今後もぜひ継続できますよ
う、何かありましたらご協力いたします。
いつもありがとうございます！転勤で札幌におり、同窓会にもなかなか参加できませんが、続いていたら
嬉しいなとは思います。勝手なことを言ってすみません。
私も年度幹事をやっていて、いかに同期においても情報を収集することが難しいかを感じております。
何か手伝えることがあれば、出来る範囲で協力させてください。
小学校3年の初期で転校し、その後5校、アメリカ含め各地の小学校へ在籍しました。デュッセルドルフは
唯一、記憶を共有できる小学校で大事です！
もし海外(アメリカ)からでもお手伝いが出来ることがあれば、喜んでお手伝いいたします。
幹事の皆様、お疲れ様です。今後、全体同窓会や、記念誌、記念事業などは不要なので、それぞれの代が
独自に運営できるよう、同窓会web site、SNSや、デジタルの同窓会名簿などの、プラットフォームの整備
だけをして頂けると助かります。よろしくお願いします。
日頃の活動有難うございます。
何年かに一度、全体の同窓会を開催して欲しいです。先輩の講演は前回とても素晴らしいものでした。会
場はあんなに立派な場所でなくてもいいので、またぜひお願いします。前回撮った写真など、今までの集
合写真は、ダウンロードで手に入るようにしていただきたいと思います。
これまであまり協力出来ていませんが、出来ることがあれば、お手伝いしたいと思います。
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### 幹事について年度単位で卒業生名簿やFacebookの同期内から数名を強制的に選出して持ち回りとする
等で対応しては如何でしょうか。### 会費についてHP上の会計情報が15年ほど更新されていないため現在
の財政状況が把握できませんが、入会時だけではなく、一般的な同窓会運用と同じく、会報・名簿の発送
時に年会費の振込票を同封しては如何でしょうか。PayPal等を併用すれば払い込みやすいかもしれませ
ん。また、有志や本校出身の著名人などに寄付金を募ってはどうでしょうか。私も含め、それなりの年齢
であれば多少は捻出可能と思われます。### 名簿や今後について名簿作成を希望しますが、本会の性格を
考えるとGDRPを回避するのは難しいと思われます。いっそ全てをFacebook等に移行するのが最も賢明と
思われますが、個人的には抵抗がございます。
同窓会の維持が危機的状況にあることについて、恥ずかしながら全く知りませんでした。せっかくのご縁
ですので、何とか今後も続けていけるような仕組みづくりが出来ればと思います。何かお手伝い出来るこ
とがあれば協力させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
同窓会役員の皆様ありがとうございます。幸せな事にFBを通して現在、何人かの方達と交流させて頂いて
おります。なかなか同窓会に参加できませんが、皆様の活躍を陰ながら応援させていただきます。
期が多くなり、分散させての開催でも良いのかとも思います。
いつもお世話になっております。都合がつかず、参加できておりませんが、ご報告、楽しく拝見させて頂
いております。また恩師にお会いしたいです。
同窓会の運営等、ご尽力いただき感謝申し上げます。
色々考えてくださりありがとうございます。
いつも幹事の皆さまには大変感謝しております。この度の危機に際してお力になれず申し訳ない気持ちで
す。ここまで続いた同窓会ですので、続けて欲しいという気持ちは強く持っています。
若い人たちにとっては、同窓会に興味がないのかもしれませんが、何れ時が経ち懐かしく時間ができた時
に同窓の皆様に逢いたくなくものだと思っておりますので、同窓会は10年〜20年に一度など開催していた
だくなど継続していただければ有難いと存じます。幹事役など大変なことかとは存じますが、よろしくお
願い申し上げます。
楽しみにしています。できることあれば、声かけてください。喜んで！
昨年初めて同窓会に参加し、卒業以来お会いすることができた友人も多く、恩師の先生にもお会いでき、
楽しいひと時でした。この様な機会を企画、運営してくださっている幹事の皆様には大変感謝しておりま
す。さて、同窓会の維持が難しいとのこと、今ひとつ、よく理解できていません。どの様な課題を抱えて
いるのかもっと具体的に広く告知してはどうでしょうか？これだけの同窓生がおりますので、良いアイデ
アもあると思うし、何らかの役割を果たしてくれる人もいると思います。仕事上や家族の関係でどうして
も参加できない時期はあると思いますが、いずれ、戻ってくると思いますので、是非同窓会を維持してほ
しいと思います。尚、難しい時には必ずしも懇親会等の大きなイベントを開催しなくてもよいと思いま
す。同窓会が維持されることが最優先です。
いつもご連絡をいただき大変ありがたく思っております。是非存続してほしいと思います。
同窓会を維持していただきたいです。
数年ぶりの大同窓会には予定が合わず参加できませんでしたが、幹事の皆様のご尽力により盛大なものに
なったとうかがっております。同窓会という組織を運営されるのは大変なこととは存じますが、卒業生の
結束の中心となる存在となるよう今後とも宜しくお願い致します。
同窓会に関して、私の期はリーダーシップ持った素晴らしい人物が定期的に学年同窓会を開催してくれて
いるので非常に感謝している。特に40年前の当時の思い出を共有し更に自分のエピソードを聞ける機会は
貴重で大切にしたい仲間と時間である。一方、全体の同窓会に関しては、総会、懇親会に参加している際
に一体感を出す難しさを感じていた。少し前だが偶然仕事上の知合いが同窓生だったと知ると急に互いに
親近感が沸いて10歳以上離れているにも関わらず、仲間意識が芽生えた。全体同窓会のネットワークを是
非とも活用したいが個人情報の開示や関係構築を好まない人もいるので既存同窓会ルールとは一線を画し
て任意参加の会員誌などで現職の内容や近況などが知れると面白い。
引き続き素敵な同窓会にしていきましょう。
帰国後初めてこの同窓会について、同期生より伺いました。運営することは大変だと思いますが、発信を
したり、情報提供など、同窓生の拠り所となる場所であって欲しいと思います。
うちの子供が以前ボーイスカウトをやっておりまして、その懇親会で世代を超えてくじ引きでばらばらに
テーブルに分かれ、いろいろ話を聞くことができたのは楽しかったです。緊張しましたが、よかったで
す。
一人でも多くの卒業生が参加される事を祈ります。
存続を願っています！
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関西在住のためなかなか東京での集まりには参加できませんが機会があれば参加したいと思っています。
委員の皆様、いつも色々ご尽力くださって、ありがとうございます。現在連絡が取れない人の中にも、関
心がないわけではないものの、同窓生全体の年齢が上がったため、なかなか出席できないとか、自分から
はコンタクトをとる暇がないとか、色々事情があるようにも思います。
いつか参加出来たらと思ってます。
ぜひ同期の同窓会をしていただきたいです。そして、可能であれば、現地Dusseldorfでの開催も希望しま
す。
遠方なので、参加できませんが、同級生が参加した写真や記事を見て、懐かしく楽しませていただいてい
ます。いつかわたしも参加したいもいう思いでいます。
19**-19**にJISD, 20**-20**に駐在でデュッセルドルフにおりました**期の***です。比較的いまでも定期的
にデュッセルドルフに行く機会があり、先月も中嶋先生にお会いする機会があり、同窓会を巡る厳しい状
況を理解しました。私のほうでも何かお手伝いできることがありましたらしたいと思いますので、よろし
くお願いいたします。
引っ越しを重ねるうちに連絡をしそびれて、同窓会の案内も来なくなりました。参加したくて以前問い合
わせたんですがなしのつぶてです。登録も生きているのかどうか…？手続きが必要ならご連絡いただきた
いです。
なかなか同窓会に参加できなくて、申し訳ありません。しかし、デュッセルの仲間たちとの再会の機会を
今後も望んでおりますので、ぜひとも同窓会の存続をお願いいたします。
取りまとめご苦労様です。これまで何のお手伝い、関わりもせずに勝手な意見ばかりで恐縮です。皆の協
力がないと成り立たない同窓会でしょうが、歴史あるJISDの同窓会組織がなくなることは、とても残念な
ことです。規模縮小もやむ無しと残念に思いますが、是非、存続をお願いしたいと思います。
懇親会、毎回楽しみにしています。特になかなか会えない先生方や他学年の知り合いと会える貴重な機会
なので、立派な会場や料理よりも開催時間(特にフリーの懇談タイム)をたっぷり確保していただきたいと
思います。短い時間内で挨拶等が長かったり、料理を取るのに並ぶ時間がもったいないと感じました。そ
れでも2時間では短すぎる、4時間くらいフリーで使えて途中入退場しやすい雰囲気、価格で実現できると
嬉しいです。
今後も是非、同窓会が続くことを願っています。
いつも幹事大変お疲れ様です。今回のアンケートなど、色々やりづらいなか真摯な運営ありがとうござい
ます。全体同窓会で、同期と話す以外のモチベーションを喚起するのはなかなか難しいですよね。年の離
れた先輩後輩との触れ合いもなかなかしにくい。それであれば有志で同期会をやればよい、となる。た
だ、同窓会に参加すれば母校の発展に寄与できるとしたらそれはモチベーションになるかもです。同窓会
費を払った人は大なり小なり母校に感謝しているはず。いまは噂によると単なる寄付すら受け取ってもら
えないとか。母校と密接に連携をとって、お金に限らず現役生徒たちに何らかの貢献ができるといいかも
ですね。
また同窓会が開催されて参加できることを楽しみにしています。
どうもありがとうございます。よろしくお願いします。
デュッセルドルフ日本人学校で繋がっているのは縁だと思います。細くでも、この縁を大切にし、今後も
デュッセルドルフ日本人学校同窓会で先輩と後輩の輪が維持されれば幸甚です。
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