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ＰＲプランナー資格認定検定試験２次試験に対応した
完全オンデマンドWeb受講の

「２次試験対応講座」
を開講
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、ＰＲプラ
ンナー２次試験受験者を対象とした新たな講座として、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」を、2 月 24 日（月）より受付・開講します。
「２次試験対応講座」は、当協会が主催するＰＲプランナー資格認定検定試験２次試験に試験範囲となる
「科目Ａ（ＣＳＲ、ＩＲ、危機管理等、経営と広報・ＰＲに関する知識）」、「科目Ｂ（マーケティング及びブラ
ンドマネジメントに関する知識）」、
「科目Ｃ（広報・ＰＲ実務に関する知識）」、
「科目Ｄ（時事知識）」について、
１講座約 30 分（平均）で全１４章にわたり、重要項目、および参考問題とその解説を交え、ポイントを履
修します。科目Ｄについては、試験問題の出題範囲を解説し、これからの試験に活用できる試験の出題傾
向を習得します。
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２次試験合格に必要な知識や実務スキル
の確実な習得が可能です。また、「２次試験対応講座」は Web 受講により、遠隔地に居住の方、毎日の業
務等でご多忙な方にも、自宅のＰＣなどから、ご自身の都合にあわせ講座を聴講し、受験の準備を行うこ
とができます。
さらに、「２次試験対応講座」では、教育関係者を対象とした全１４講座受講のアカデミーパックを用意
しており、大学での授業にリーズナブルな費用で利用いただけます。
当協会では、
ＰＲプランナー資格認定検定試験の受験者向けの書籍では
「広報・ＰＲ概論
（1 次試験に対応）
」
、
「広報・ＰＲ実務（２次、３次試験に対応）
」、「広報・ＰＲ過去問題集（１〜３次試験に対応）」を発刊して
おります。また、試験対応講座として、１次試験と３次試験のそれぞれの講座に対応し、会場のほかに遠
隔地でもアーカイブにより受講可能な Web 講座を開催しております。
今回開講する 2 次試験対応講座では、内容を精選した Web 受講のみとすることで、時と場所を選ばず、
学習する受講者の利便性を大きく高めています。
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２次試験対応講座

概要

■講座一覧
[ 科目Ａ]
第１章
第2章
第3章
第4章
[ 科目Ｂ]
第5章
第6章
第7章
第8章
[ 科目Ｃ]
第9章
第 10 章
第 11 章
第 12 章
第 13 章
[ 科目Ｄ]
第 14 章

企業（組織体）経営と環境変化（講座時間：25 分 24 秒）
講師：日本電信電話株式会社 坂本 英一氏
ＣＳＲと実際（講座時間：28 分 31 秒）
講師：株式会社電通パブリックリレーションズ 大川 陽子氏
ＩＲ：投資家向け広報（Investor Relations）（講座時間：28 分 32 秒）
講師：株式会社エイレックス 江良 嘉則氏
危機管理と広報・ＰＲ（講座時間：41 分 08 秒）
講師：株式会社エイレックス 平野 日出木氏
マーケティングの概論（講座時間：23 分 25 秒）
講師：株式会社博報堂 小林 由夏氏
市場調査・市場分析の基礎知識（講座時間：19 分 08 秒）
講師：株式会社博報堂 小林 由夏氏
ブランド戦略とブランド・マネジメント（講座時間：27 分 35 秒）
講師：株式会社博報堂 上木原 弘修氏
ブランド戦略とブランド・コミュニケーションの実際（講座時間：23 分 27 秒）
講師：株式会社博報堂 上木原 弘修氏
メディアリレーションズ（講座時間：46 分 00 秒）
講師：株式会社ミラ・ソル 田代 順氏
広報・ＰＲツールの企画と制作／広報・ＰＲイベントの企画と実際（講座時間：1 時間 08 分 12 秒）
講師：株式会社ミラ・ソル 田代 順氏
ネットＰＲ遂行に求められる実務知識（講座時間：23 分 11 秒）
講師：クロスメディア・コミュニケーションズ株式会社 雨宮 和弘氏
広報・ＰＲ関連調査実務に必要な知識（講座時間：20 分 07 秒）
講師：株式会社博報堂 小林 由夏氏
広報・ＰＲ戦略立案の実務知識（講座時間：32 分 59 秒）
講師：株式会社ミラ・ソル 田代 順氏
時事問題対策（講座時間：29 分 12 秒）
講師：明治学院大学 特命教授、メディアと広報研究所

尾関 謙一郎氏

■受講料
１講座受講
一般、学生、日本ＰＲ協会会員社員ともに 4,200 円（受講料 4,000 円＋消費税 200 円）
※2014 年 4 月 1 日以降： 4,320 円（受講料 4,000 円＋消費税 320 円）
全１４講座受講
一般、学生、日本ＰＲ協会会員社員ともに 42,000 円（受講料 40,000 円＋消費税 2,000 円）
※2014 年 4 月 1 日以降： 43,200 円（受講料 40,000 円＋消費税 3,200 円）

アカデミーパック（全１４講座受講）
52,500 円（受講料 50,000 円＋消費税 2,500 円）
※2014 年 4 月 1 日以降： 54,000 円（受講料 50,000 円＋消費税 4,000 円）
※2014 年 4 月 1 日以降にお申込みされた場合、消費税増税により上記受講料の金額が変更となります
ので、予めご了承ください。
※
「アカデミーパック」のアカウント数は１つとなります。
※
「アカデミーパック」は、国、地方公共団体および学校法人が設置した学校（教育基本法第６条１、
学校教育基本法第２条１、私立学校法第３条）で教育を実施している教員の方のみが対象となります。

■視聴期間
１講座受講
視聴用のＵＲＬ、ＩＤ・パスワード通知後
全１４講座受講
視聴用のＵＲＬ、ＩＤ・パスワード通知後
アカデミーパック（全１４講座受講）
視聴用のＵＲＬ、ＩＤ・パスワード通知後

４週間
８週間
８週間

※視聴用のＵＲＬ、ＩＤ・パスワードは、受講料のご入金確認後、事務局からメールにてご連絡いたし
ます。

■申込と受講料のお支払いについて
お申込みは、当協会「セミナー／イベント Web サイト」より「ＰＲプランナー試験対応講座」内、「Ｐ
Ｒプランナー２次試験対応講座」にある「受講申込フォーム」にご入力いただきます。
「受講申込フォーム」にご入力いただきますと、１週間以内に請求書をご指定の住所へ発送いたします。
また、視聴用のＵＲＬ、ＩＤ・パスワードは、
「受講申込フォーム」にご入力後１週間以内に、事務局からメー
ルにてご連絡いたします。

当協会セミナー／イベント Web サイト
URL http://event.prsj.or.jp/
ＰＲプランナー２次試験対応講座（2014 年 2 月 24 日から一般公開）
URL http://event.prsj.or.jp/prp/2nd̲201402
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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（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
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