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　公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会（以下、日本ＰＲ協会、理事長：森　健）は、広報・
ＰＲに関する受講効果を高めるよう内容をさらに洗練した総合的な研修体系「広報ＰＲアカデミー 2013」3 
コース 8プログラム 14 講座を 2013 年 4 月から開講します。

　４月開講の「広報ＰＲアカデミー 2013」では、従来の講座の構成や内容を大幅に見直すとともに、PRSJ
認定ＰＲプランナーを対象に専門性の高い内容で構成する「ＰＲプランナー・フォーラム」、インターネッ
トを活用したオンデマンドWeb受講専用の「ＰＲプランナー2次試験対応講座」を追加し、さらにマーケティ
ングＰＲをテーマとした「広報・ＰＲ実務スキルアップ講座」の充実をはかり、実務者が求めるニーズへの
対応を大幅に強化しています。各講座はいずれも経験豊富なベテラン講師が担当し、受講者は広報・ＰＲ業
務の遂行に必要な知識や実務スキルの確実な習得が可能です。

■「広報ＰＲアカデミー 2012」のコース編成について
　「広報ＰＲアカデミー」は、広報・ＰＲ業務を担う高い専門性を備えた実務者の育成を目的として、日本
　ＰＲ協会が開講する広報・ＰＲに関する総合的な研修講座です。「広報ＰＲアカデミー 2013」は、以下の
　3コース 8 プログラムで構成されます。概要は、以下のとおりです。

　（１）「基礎コース」（１プログラム・1講座）
　　　比較的経験の浅い広報・ＰＲの新任者、広報・ＰＲについて基礎から学びたい方を主な対象とし、実
　　　務に必要な基本的な知識や実務スキルの習得を目的とするコース。
　　　①「広報・ＰＲ基礎講座」　(2013 年 4 月 24 日～ 26 日、全日 3日間 )

　（２）「専門・応用コース」（4プログラム・10 講座）
　　　業務に一定の経験を有する広報・ＰＲ関係者を対象とし、専門性の高い講義やグループワークなどの
　　　演習を通じて広報・ＰＲに関する高度な知識や実務スキルの習得を目的とするコース（4 プログラム
　　　10 講座）。
　　　①「広報・ＰＲプロジェクト事例セミナー」（2013 年 5 月、1回、夜間）（1講座）
　　　②「広報・ＰＲ実務スキルアップ講座」（2013 年 9 月、全 3回、午後）
　　　③「プロフェッショナル広報・ＰＲ実務シリーズ」（2012 年 11 月～ 2012 年 3 月、全 5回、夜間）
　　　④「ＰＲプランナー・フォーラム」（仮称）　（2013 年 10 月、1回、午後）

「広報ＰＲアカデミー2013」を開講
～完全オンデマンドWeb受講の「ＰＲプランナー2次試験対応講座」
「ＰＲプランナー・フォーラム」を新たに追加し１４講座を設定～
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　（３）「ＰＲプランナー試験対応コース」（3プログラム・3講座）
　　　「ＰＲプランナー認定資格」の取得を目的に、講義や演習を通じて合格に必要な知識やスキルの習得
　　　をめざすコース。
　　　①「１次試験対応講座」（2013 年 7 ～ 8 月・2014 年 1 月～ 2月の年 2回実施、各々全 4回、夜間）
　　　②「２次試験対応講座」（2013 年 9 ～ 11 月、2014 年 3 月の年 2回公開、オンデマンドWeb 受講）

（」座講応対験試次３「③　　　 2013年 6～ 7月・2013年 12月～ 2014年 1月の年2回実施、各々全6回、夜間）
　　　なお、各コースの詳細は別添資料を参照下さい。

■「広報ＰＲアカデミー 2013」の募集受付について
　各講座開始 1～ 2か月前に募集開始し、下記Web サイトで詳細の案内と受付を行います。
　　　　　　　

　（公社）日本パブリックリレーションズ協会は、日本で唯一の公益的性格を備えた広報・ＰＲの分野にお
ける 人材育成センター として、総合的かつ体系的な研修事業を「広報ＰＲアカデミー」を通じて行っ
ています。「広報ＰＲアカデミー」は、日本ＰＲ協会に加盟する人材や知的資源の活用することにより企業
や団体が単独では実施できない広報担当者養成のための教育・研修サービス適正な価格で提供しています。
「広報ＰＲアカデミー」の受講者は新任担当者から経営層までレベルに応じた広報・ＰＲの考え方、知識や
スキルを習得でき、企業や団体の広報・ＰＲ担当者、広報・ＰＲマネジャー教育に最適です。

●この件に関するお問い合わせは下記までお願いします。

（公社）日本パブリックリレーションズ協会
担当:　真部、宮松

TEL: 03-5413-6760　FAX: 03-5413-2147 

※この報道資料は2013年3月12日、東商記者クラブにおいて配布されたものです。
※公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会に関しては、別添－２資料を参照下さい。

広報ＰＲアカデミー事務局Webサイト
URL   http://event.prsj.or.jp/



講座概要 開催時期 時間/回数 定員

「ＰＲアワード2012」のグランプリ、コーポレート、マーケティング、
ソーシャルの3部門の最優秀賞を紹介し、企画の考え方につい
て学ぶ

5月 夜間/1回 100名

ニュースリリース活用講座
ニュースリリースの概念や基本的な作成法、メディアの種別や特
性を学び、ネットととも連動する広報ツールとしてニュースリリー
スの効果的な活用法を講義と演習を通じて習得する

マーケティングＰＲ強化講座（基礎）
広報・ＰＲ実務で活用できるマーケティングＰＲの基礎的な知識
や手法について、講義と演習を通じて学ぶ

マーケティングＰＲ強化講座（応用）
基礎編の上級講座として、戦略ＰＲなどの広報・ＰＲ実務で活用
できるマーケティングＰＲのより応用的な知識や手法について、
講義と演習を通じて学ぶ

コーポレート・コミュニケーション講座
企業広報の基本となるコーポレートコミュニケーションの概念を
企業の実例を交えて学び、広報戦略や計画の立案のポイントに
ついて習得する

夜間　120分

ブランド・コミュニケーション講座
ブランドの基礎概念や考え方を学び、演習をとおしてブランド構
築に向けたコミュニケーション計画の立案や活動のポイントを習
得する

クライシス・コミュニケーション講座

不祥事や事故、ネットにおける炎上や情報漏洩など、企業団体
における危機的事態の原因、成功や失敗について実例を通じて
解説し、広報・ＰＲ担当者が備えるべき心構えや対応のポイント
を習得する

20名

ＣＳＲコミュニケーション講座

企業価値の向上に不可欠となっているＣＳＲやＩＲの企業経営に
おける位置付けや機能を確認し、先進企業のケーススタディをと
おして企業をとりまくステークホールダーへのコミュニケーション
のポイントを習得する。

40名

グロバール・コミュニケーション戦略
グローバルにグループ展開している日本企業が行うコミュニー
ション活動について、多様なケーススタディを通じてその戦略立
案や計画推進のポイントを学ぶ

20名

ＰＲプランナー資格取得者を対象に、より専門性の高い内容につ
いてセミナー形式で講習する

10月 夜間　120分 100名

講座概要 開催時期 時間/回数 定員

実際に過去の1次試験に出題された問題による模擬試験と。解
答に関して解説する実践講座

7月、1月
夜間　150分/

全4回
40名

２次試験の合格に向けて受験に必要な科目のポイントについて
履修するインターネットを活用したオンデマンドのＷｅｂ講座

9～11月
（公開期間）

1講座あたり
20～40分

――

３次試験の課題となるニュースリリース、広報・ＰＲ計画の立案作
成（マーケティング）、広報・ＰＲ計画の立案作成（コーポレート）
の3テーマについて、講義と演習を通じて知識とスキルを習得す
る

6月、12月
夜間　150分/

全6回
40名

広報・ＰＲ基礎講座

広報・ＰＲプロジェクト事例セミナー

講座名

広報・ＰＲ実務
スキル
アップ講座

1次試験対応講座

2次試験対応講座

3次試験対応講座

プロフェッショ
ナル広報・ＰＲ
実務シリーズ

各40名

夜間　各120分

夜間　各240分

講座名

■ＰＲプランナー試験対応コース（3プログラム・3講座）

11月～3月

広報ＰＲアカデミー2013　講座一覧

ＰＲプランナー・フォーラム（仮称）

■専門・応用コース（4プログラム・10講座）

9月 午後 各240分 各40名

■基礎コース（1プログラム・1講座）
講座名

全日/3日

講座概要

企業、ＰＲ会社等における比較的経験の浅い広報・ＰＲ実務者を
対象に、業務に必要となる基本的な知識、スキルを3日間で習得
する

開催時期 時間/回数 定員

60名
4月24～26

日

別添－１



添付資料 2 

公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会（略称：日本ＰＲ協会）について 

公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会（略称：日本ＰＲ協会（ＰＲＳＪ）／理事長 森 健）は、

1964 年に結成された日本ＰＲ協会と、1974 年に設立された日本ＰＲ業協会が 1980 年に時代に即したＰＲ

の在り方を求め、ＰＲの啓発・普及を図るために合併統合されました。 

現在は、一般企業の広報部門、ＰＲ業およびＰＲ業関連会社、それに学者・有識者を含む約 500 名で組織さ

れているＰＲのプロフェッショナル団体です。 

また、2012 年 3月に公益社団法人として認定され、4月 1日から公益社団法人 日本パブリックリレーショ

ンズ協会として新たな組織としてスタートいたしました。 

主要活動としては、広報・ＰＲパーソンの倫理の徹底や「各種研修セミナー」などの教育事業、会員相互の

交流事業、年鑑「PR Yearbook」や会員誌「協会ニュース」、ＰＲにかかわるデータを網羅した「ＰＲ手帳」

などの出版事業、優れたＰＲ事例を顕彰する「ＰＲアワードグランプリ」、傑出したＰＲパーソンを表彰す

る「ＰＲパーソン・オブ・ザ・イヤー」の運営等を行っており、これらの活動を通じて「パブリックリレー

ションズ」の理解促進と、会員のＰＲスキル向上を推進しています。また、2007 年より、ＰＲパーソンと

しての知識やスキル、職能意識を有することを認定する資格制度「ＰＲプランナー資格認定制度」をスター

トさせ、協会内外のＰＲパーソンや、ＰＲに興味を持つ学生などの幅広い参加をいただいております。2009

年 10 月からは、新たに時代の要請に応える広報・ＰＲ人材育成センターを目指し、広報力アップを目的と

した「広報ＰＲアカデミー」を開講いたしました。 

さらに、ＰＲプランナー資格認定制度対応テキストとして、2010 年 4月に「広報・ＰＲ概論(1 次試験対応)」

を、2011 年 3 月に「広報・ＰＲ実務(2 次・3次試験対応)」を、2012 年 4 月に過去問題集を出版し、広報・

ＰＲの普及と発展に寄与しております。 

公益社団法人 日本パブリックリレーションズ協会 

〒106-0032 東京都港区六本木6-2-31 六本木ヒルズノースタワー5Ｆ 

TEL：03-5413-6760 FAX：03-5413-2147 

Email：mail@prsj.or.jp 
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