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　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、本年も公益性
の高い協会活動強化の一環として事業性にとらわれない、優れたコストパフォーマンスで広報・ＰＲ専門職お
よびマネジャー、広報統括役員を育成するための総合的な教育・研修サービス「広報ＰＲアカデミー 2011」
を 2011 年 4月から六本木ヒルズで開講します。

　「広報ＰＲアカデミー」は、広報・ＰＲ業務を中核とするコミュニケーション専門分野の実務者人材の育成を
目的に、日本で唯一の公益的性格を備えた人材育成センターとして、日本ＰＲ協会が 2009 年 10 月に設立し
ました。「春期」と「秋期」の年 2 期制のプログラムを通して、幅広く立体的な教育研修を実施しており、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ます。「広報
ＰＲアカデミー」では、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・研修サービスに
関して、公益法人化を進める日本ＰＲ協会に加盟する人材や知的資源の活用により適正な価格で提供しており、
企業や団体の広報担当者、マネジャー教育に最適です。

　「広報ＰＲアカデミー 2011」は、経験 2 年未満の受講者を対象とする「入門・基礎コース」、2 年～ 5 年
の経験者向けに実務能力の向上をはかる「中級コース」、5年以上の経験者を対象とする「マネジメントコース」、
さらに広報・ＰＲに関する知識やスキル、実務能力を認定する「ＰＲプランナー資格認定試験」の合格を目標
とする「ＰＲプランナー養成コース」など 4 コース 10 講座で構成されます。いずれも経験豊富なベテラン講
師の指導のもとに、広報・ＰＲパーソンに不可欠な知識やスキルを短期間で身につけられるカリキュラムを提
供します。

　以下は、コースの概要です。
①「基礎・入門コース／広報・ＰＲ入門講座」（2011 年 4月）
　新入配属社員並びに、異動によりＰＲ会社や企業の広報部門等に配属された方々を対象としています。受
　講者は講義や演習、ケーススタディ紹介等の多彩なカリキュラムを通して、広報・ＰＲに関する基本的な知識、
　スキルを習得できます。

②「中級コース／メディアリレーションズ集中講座」(2011 年 7月 )
　新聞、雑誌、テレビ等有力メディアのキーパーソンを講師に招き、メディアの特性、編集や番組制作の方針
　等に関する講義を通じて、広報・ＰＲ担当者のメディアへの対応能力の強化をはかります。

公益的性格を備えたわが国唯一の広報・ＰＲ人材育成センター

「広報ＰＲアカデミー2011」を開講
～　2月21日から｢広報・ＰＲ入門講座｣の受講者募集を開始　～
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③「中級コース／スキルアップ・コース」(2011 年 10月 )
　記者の関心を惹くニュースリリース作成をテーマとした「プレスリリース作成」、日常的なメディア対応をテー
　マとした「実践メディアリレーションズ」、緊急時におけるメディア対応をテーマとする「緊急時対応 / 模擬記
　者会見」3 つの講座で構成されます。講義と演習を通じて、現場実務におけるメディア対応能力を強化する
　実践的な講座として開講します。

④「マネジメントコース」（2011 年 11月～ 2012 年 3月）　
　大学教授等の有識者や企業のベテラン広報責任者をはじめとする一流の講師陣のもと、受講者は広報・ＰＲ
　業務のマネジメントに必要な幅広い知識とスキル、課題設定、広報人材育成のあり方について 12 回の体系
　的な講座を修習し、広報ネットワークの構築をはかります。

⑤「ＰＲプランナー試験対応コース / 一次対応講座」（2011 年 7月～ 8月、2012 年 1月～ 2月）
　「ＰＲプランナー資格認定一次試験」の受験予定者を対象とする「一次対応講座」では、ＰＲプランナー資
　格を取得している講師が試験分野のポイントを平易に解説し、一次試験合格を支援します。

⑥「ＰＲプランナー試験対応コース/三次対応講座」（2011年6月～7月、2011年12月～2012年1月）
　三次試験では、ニュースリリースの作成、広報・ＰＲ計画の立案等の実務能力が問われます。「三次対応講
　座」では、ベテラン講師が講義と演習を通して、受験に不可欠な知識や実務のポイントを解説し、合格に向
　けた実践的な指導を行います。

　「広報ＰＲアカデミー 2011」については、開講の約 2か月前より順次受講申し込みを受け付けます。
　まず第一弾として、2月21日から「広報・ＰＲ入門講座」の受講受付を開始します。

　詳細は別添－１　＜広報ＰＲアカデミー 2011 実施概要＞　（２枚）を参照下さい。

●この件に関するお問い合わせは下記までお願いします。

（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 

※この報道資料は平成23年2月10日、東商記者クラブにおいて配布されたものです。
※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。

以上
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＜広報ＰＲアカデミー2011 実施概要＞ 
 

 

●入門・基礎コース 

講座名 講座概要 開講日程 受講料(一般料金・税込) 

広報・ＰＲ入門講座 

(全日/5日間） 

講義や演習、ｹｰｽｽﾀﾃﾞｨの紹介等の多彩なｶﾘｷｭﾗﾑ

を通して広報・ＰＲに関する基本的な知識やｽｷﾙ

を 5日間で総合的に習得する講座 

4月 13日(水) 

4月 14日(木) 

4月 15日(金） 

4月 18日(月) 

4月 19日(火) 

5日間受講：94,500円 

1日受講：30,450円 

※ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格取得者に

は割引あり 

 

 

●中級コース 

講座名 講座概要 開講日程 受講料(一般料金・税込) 

ﾒﾃﾞｨｱﾘﾚｰｼｮﾝｽﾞ集中

講座 

(半日/2 日間、午後

～夜間) 

新聞、雑誌、ﾃﾚﾋﾞ、ﾈｯﾄ系ﾒﾃﾞｨｱの第一線で活躍

するｷｰﾏﾝを講師に招き、それぞれのﾒﾃﾞｨｱの特

性、編集や制作の方針、業務や体制の実際や記

者へのｱﾌﾟﾛｰﾁの仕方等についてｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいた

だき、多様なﾒﾃﾞｨｱへの対応能力の向上をはか

る広報・ＰＲの実務講座 

7月 13日(水)  

7月 14日(木) 

 

2日間受講： 47,250円 

1日受講：31,500円 

※ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格取得者に

は割引あり 

 

ｽｷﾙｱｯﾌﾟ･ｺｰｽ 

(3講座) 

（半日/3日間） 

ﾆｭｰｽﾘﾘｰｽの作成、日常的なﾒﾃﾞｨｱ対応、緊急時

のﾒﾃﾞｨｱ対応をﾃｰﾏとする 3つの講座で構成され

る。いずれも現場実務におけるﾒﾃﾞｨｱ対応能力

を強化する技能養成講座 

10月 

（日程調整中） 

各講座：26,250円 

※ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格取得者に

は割引あり 

 

 

●上級コース 

講座名 講座概要 開講日程 受講料(一般料金・税込) 

ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｺｰｽ (各 120

分/12日間、夜間） 

大学教授等の有識者、現役の広報ﾏﾈｰｼﾞｬー、各

分野のｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄを招き、講義や演習を通じて広

報･ＰＲの業務ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄに必要な幅広い知識、ｽｷ

ﾙ、考え方等を体系的に習得する広報ﾏﾈｰｼﾞｬｰ養

成講座 

2011年 11月～

2012年 3月 

 (日程調整中） 

12日間受講：141,750円 

1日受講：28，350円/14,175

円(2日講座/1日講座) 

※ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格取得者に

は割引あり 

 

 

別添－１ 
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●ＰＲプランナー養成コース 

講座名 講座概要 開講日程 受講料(一般料金・税込) 

一次試験対応講座 

(各 150 分、週一 5

日間、夜間） 

ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ 一次試験合格を目指して、ﾃｷｽﾄを

ベースに広報･ＰＲに関する基本的な概念や知

識を習得する講座 

[春期] 

7月 27日(水) 

8月 3日(水) 

8月 10日(水) 

8月 17日(水) 

8月 27日(水) 

[秋期｣ 

2012 年 1 月～2

月（日程調整中） 

5日間受講： 31,500円 

（但し、学生：18,900円） 

※ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格取得者に

は割引あり 

 

三次試験対応講座 

(各 150 分、週一 6

日間、夜間） 

ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ 三次試験合格を目指して、実務に

も役立つﾆｭｰｽﾘﾘｰｽの作成法、ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ分野、ﾏｰｹ

ﾃｨﾝｸﾞ分野の広報･ＰＲ計画の立案法を高いレ

ベルで習得する講座 

[春期] 

6月 7日(火) 

6月 14日(火) 

6月 28日(火) 

7月 5日(火) 

7月 12日(火) 

7月 19日(火) 

[秋期｣ 

2011 年 12 月～

2012年 1月 

（日程調整中） 

6日間受講：47,250円 

※ＰＲﾌﾟﾗﾝﾅｰ資格取得者に

は割引あり 

 

       ※上記各コース、講座の日時は変更する場合があります。 

 

□募集受付  2月 21 日から入門・基礎コース「広報・ＰＲ入門講座」の受講受付を皮切りに、 

随時募集し、下記ホームページで詳細の案内と受付を行います。 
       広報ＰＲアカデミー事務局ホームページ  

URL   http://event.prsj.or.jp/event 

       問い合わせ TEL：03-5413-6761 FAX：03-5413-2147 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

 

                                          以 上 

(社)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 

 

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））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 600名で組織されているＰＲのプロフェッショナル団体です。 

 

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。 

 

新たに 2009 年 10 月から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、2010年 4月には「広報・ＰＲ概論(ＰＲプランナー資格認定制度 1次試験対応テキ

スト)」を出版し、広報・ＰＲの普及と発展に寄与しております。 

 

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 

 

別添－２ 
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