Call for Parent/Guardian Nominations for the Board of Trustees
What is the BoT?
Hiroshima International School (HIS) is governed by two separate Boards: the
Board of Directors and the Board of Trustees.


The Board of Directors (BoD) is responsible for making and implementing strategic
decisions.



The Board of Trustees (BoT) is responsible for providing advice and guidance to the Board
of Directors. The outcome of BoT discussions guide the BoD on strategic decisions, but the
BoT does not make or implement those decisions.
To reflect a wide range of perspectives, BoT members come from a cross-section
of the school community, including teachers, guardians and parents, learned
people and contributors to the school. The profiles of current BoT members can
be found at http://www.hiroshima-is.ac.jp/?page_id=121.
The BoT meets at least twice a year (usually 3 times). The term for BoT members
is 2 years.
Election for parent/guardian
seat
According to the Act of Endowment of HIS, 4 positions on the BoT are reserved for
parents and guardians. This call for nominations is for one of these
positions. You can nominate yourself or be nominated by another parent/guardian.
Requirements
The person putting their name up for nomination must be a parent or guardian of a
student at HIS. As the meetings are mostly conducted in English, it would
desirable for the candidates to have a working knowledge of English. However,
this is not a requirement.
Nomination and Election Process
If you are interested in serving on the BoT, please send your name and a short
introduction (no more than 100 words) in English or Japanese to the PTA email
address (pta@hiroshima-is.ac.jp) by Friday 18 November.
The list of candidates and a ballot sheet will then be sent out to parents/guardians
from the HIS Office. Parents/guardians will have two weeks to vote and return the
ballot.

保護者からの評議員選出のお願い
評議員会（BoT）とは？
広島インターナショナルスクール（HIS）は、理事会（BoD）と評議員会（BoT）という二つの
組織によって運営されています。
・理事会はこれからの経営戦略を決定し、それを実行する責任を負います。
・評議員会は理事会にアドバイスや意見を述べる責任を負い、評議員会で話し合われた
結果は、理事会での経営戦略を決定する際の指針となります。しかし評議員会がその決
定や決定事項を実行することはありません。
広範囲の考えを反映させるため、評議員は、教職員、保護者、有識者、HIS への貢献者
を含む、学校のコミュニティーの中から選出されます。現在の評議員プロフィールは、以
下よりご覧いただけます。
評議員会は、少なくとも年２回（通常３回）開催されます。評議員の任期は２年間です。
保護者枠の評議員選出
HIS の寄付行為では、保護者枠として 6～7 名の評議員の席が設けられています
今回の評議員選出はこの保護者枠の一つです。ご自身による立候補、または
他の保護者からの推選により候補者になることができます。
必要条件
評議員会に推選されるためには、HIS 生徒の保護者でなければなりません。ミーティング
は、ほとんど英語で行われるため、必須条件ではありませんが、候補者の方は実務を英
語でこなせる程度の英語が望まれます。
推選と選出過程
評議員会へお入りになりたい方は、１1 月 1８日金曜日までに、名前と、短い自己紹介文
（100 語以内、日本語または英語）を pta@hiroshima-is.ac.jp 宛にメールで送って下さ
い。
候補者のリストと、投票用紙は、オフィスより保護者の皆様に送らせて頂きます。
保護者の皆様は、２週間以内に投票を行って下さい。

