
月 日

13 広報ＰＲアカデミー2016
広報・ＰＲ基礎講座
4月13日・14日・15日 （1日目） 花上　憲司 氏
会場：富士ソフト アキバプラザ　

野村 武司 氏

米山 徹幸 氏

畑山　純 氏

中村 勝彦 氏

14 （2日目） 芦澤 愛有子 氏

石橋 眞知子 氏

青田 浩治 氏

15 （3日目） 田代　順 氏

細川　一成 氏

五十嵐　寛 氏

26 第246回定例会　(関西部会) 常松 健一 氏

15

20 第14回「ＰＲプランナー交流会」

(PRプランナー部会)

24 第174回定例研究会 名倉 幸治 氏

23 第15回 企業部会フォーラム 山本 修司 氏

25 第247回定例会 伴　一郎 氏
　(関西部会)

2 なでしこカウンシル 今井 道子 氏

4 第5回通常総会
　　　　懇親パーティ

8 広報・PRアカデミー2016 青田 浩治 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

15 広報・PRアカデミー2016 青田 浩治 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

24 第175回定例研究会 新谷　学 氏

ＪＡＬ施設見学会

「ニュースリリースの作成」 ㈱電通パブリックリレーションズ
会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

会場：グランド ハイアット 東京 2Ｆ「アニス」

会場：グランド ハイアット 東京 2Ｆ「バジル」

㈱文藝春秋「週刊文春」
編集長　

会場：ＡＰ浜松町

                     2次試験 毎日インテシオ(大阪)

「プレジデントウーマン創刊までのいきさつと

第18回ＰＲプランナー資格検定

「スクープ街道を驀進する「週刊文春」の取材と編集

 ～2016年度 マイナーチェンジにみる　『ＷＢＳ』の新展開～」

会場：東京富士大学（東京）

「水都再生～官民協調で広報力強化へ」

ＡＱＵＡ博多(福岡)

～隠された真実に切り込む週刊誌の調査報道～」

「進化する『ワールドビジネスサテライト』のニュース報道　

会場：中央電気倶楽部

㈱電通パブリックリレーションズ

 ＷＢＳプロデューサー　

毎日新聞東京本社　
編集編成局次長（元社会部長） 

2016年度の活動実績

講師名項目　　　　　　　　　　　　　　　テーマ

～テレビ・新聞・雑誌・ラジオの特性をつかむ」

「デジタル・コミュニケーションが開く広報・ＰＲ新時代 

（公社）日本パブリックリレーションズ協会

～パブリックリレーションズの基本を学ぶ」

～これからの企業広報とその役割」

㈱スペインクラブ

㈱インテグレート

㈱野村総合研究所

4
月

～記者・編集者の考え方と付合い方を知る」(講義と演習)

会場：大阪凌霜倶楽部

会社名　　　　　役職名

「パブリックリレーションズとは？

㈱電通パブリックリレーションズ

㈱ハーバーコミュニケーションズ

編集局次長　

㈱エイレックス

～広報・ＰＲパーソンのためのＩＲの基本」

「世界一魅力的な広報・ＰＲパーソンになるには？

「デジタル・コミュニケーションが開く広報・ＰＲ新時代 ～ソーシャルメディア、Ｗｅｂメディアをどう活用するか？」

「緊急対応！企業を守るクライシス・

～マーケティング+ＰＲの基本と実務」

「生活者を動かすマーケティングＰＲの進め方

ニュースリリースの基本と活用（講義と演習）

「法とコンプライアンスの観点から見 ＴＭＩ総合法律事務所

「マスメディアを知り尽くそう！

エートゥゼットネットワーク

5
月

6
月

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

伴ピーアール㈱

㈱テレビ東京　

「社会部記者と社会部報道」
(企業部会) 会場：（株）野村総合研究所　

女性活躍推進ＰＲ　５つのメリット」

～クライシス・コミュニケーションの基本と実務」

～平時・有事の広報業務で留意すべき法的ポイント」

広報・PRパーソンはｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのプロフェッショナル」

「新聞の信頼性について～過去の誤報の検証を通じて」 読売新聞大阪本社

「PRESIDENT WOMAN」編集長　

社長　

「ニュースリリースの作成」

プレジデント社

会場：プレジデント社　セミナールーム

㈱電通パブリックリレーションズ

「やっぱり大事なメディアリレーション

「経営を支えるコーポレート・コミュニ

「やさしいＩＲ　（投資家向け広報・ＰＲ活動） 埼玉学園大学　教授

㈱電通パブリックリレーションズ



23 第37回ＰＲスキル研究会 名和 佳夫 氏
（ＰＲ業部会）

22 広報・PRアカデミー2016 野村 康史郎 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

30 広報・PRアカデミー2016 野村 康史郎 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

1 第248回定例会

6 広報・PRアカデミー2016 風間 眞一 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

7 広報・PRアカデミー2016 甲斐 淑浩 氏
広報・ＰＲプラクティカル・トレーニング

12 広報・PRアカデミー2016 風間 眞一 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

13 広報・PRアカデミー2016 田代　順 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

15 異文化勉強会

20 広報・PRアカデミー2016 田代　順 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

22 第176回定例研究会 中村 直文 氏

22 2016年度「広報基礎講座」 篠田 丈晴 氏

（関西部会 ）

会場:大阪凌霜倶楽部

井澤 佑美 氏

殿村 美樹 氏

23
3次試験

26 第6回ＰＲプランナーフォーラム 後藤　　洋 氏
（ＰＲプランナー部会）

27 広報・PRアカデミー2016 畑山　純 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

28 大村 健一 氏

29 第15回広報活動研究会
　(企業部会)

3 広報・PRアカデミー2016 畑山　純 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

「在東京タイ王国大使館 訪問」

「広報・ＰＲ企画の立案作成」 ㈱オズマピーアール
（マーケティング分野）

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

・国際広報
・企業の危機管理
・経営倫理とプロフェッショナリズム
会場：泉ガーデンコンファレンスセンター 

㈱エイレックス
アカウント マネージャー

8
月

「広報・ＰＲ企画の立案作成」
（マーケティング分野）

          富士通ラーニングメディア 関西ラーニングセンター（大阪）

第1講座 産経新聞　

会場：アカデミーヒルズ49 弁護士　

㈱オズマピーアール

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター 

「広報・ＰＲ企画の立案作成」 ㈱風間眞一広報事務所

「京都鉄道博物館」見学会

（コーポレート分野）」

㈱スペインクラブ

第2講座
「PRの極意～語りたくなる情報コンテンツの作り方と流し方」

（関西部会）

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター 

「広報・ＰＲ企画の立案作成」 ㈱風間眞一広報事務所

第18回ＰＲプランナー資格検定

・企業経営と広報・ＰＲ活動

・エンプロイーリレーションズ

㈱ＴＭオフィス

㈱スペインクラブ

日本経済新聞社　
「日経ＭＪ」編集長　

編集局経済部次長

「ノーベル賞同行記」

会場：花王ミュージアム

『花王ミュージアム』見学会

会場：京鼎樓 恵比寿本店

「地方創生時代における自治体PRについて」

会場：富士通ラーニングメディア品川ラーニングメディアセンター（東京）

会場：㈱オズマピーアール プレゼンルーム

アンダーソン・毛利・友常 法律事務所　　

㈱電通パブリックリレーションズ

シニアコンサルタント

㈱エイレックス

ゲスト：毎日新聞東京本社　

アカウント マネージャー

6
月

・広報・ＰＲにおけるインターネットの活用

7
月

会場：日本外国特派員協会（ＦＣＣＪ）

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

（コーポレート分野）」

デジタルセンター記者　

・インベスターリレーションズ

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター 

夏季情報交換会

・広報・ＰＲマネジメント

 「デスクが語る本音～記者が喜ぶ記事、青ざめる記事」

第3講座
「PR基礎知識パーフェクト講座」

・行政、団体等の広報活動

・コミュニケーションとＰＲ

・マーケティングとＰＲ

・メディアリレーションズ

「ビジネス・消費の最新動向を伝える「日経MJ」の新聞作り

～市場や企業のどこに着目して取材・編集を進めるのか～」

会場：六本木アカデミーヒルズ49

・パブリックリレーションズの基本

緊急記者会見トレーニング

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

㈱オズマピーアール
営業開発部 地域ブランディングチーム 部長 

会場：コンベンションルームＡＰ秋葉原

「広報担当者のための「Ｗｅｂで“伝わる”広報ＰＲ7つのポイント」 トライベック・ストラテジー㈱　
代表取締役社長　



21
 1次試験

25
(企業部会)

31 拡大関西広報ゼミナール 竹田　忍 氏
（関西部会 ）

25 第249回定例会 藤田　悟　 氏
　(関西部会)

28 第177回定例研究会 古田 大輔 氏

4 第2回ＰＲプランナー朝活セミナー 大塚　晋 氏
＆交流会　　　（ＰＲプランナー部会）

5 広報ＰＲアカデミー2016 田代　順 氏

11 第16回 広報活動研究会　

12 広報ＰＲアカデミー2016 横田 和明 氏
髙野 祐樹 氏

19 広報ＰＲアカデミー2016 秋山 太一郎 氏

20 第250回定例会
　(関西部会)

21 第16回 企業部会フォーラム 田中　博 氏

25 第178回定例研究会 飯田 展久 氏

26 広報ＰＲアカデミー2016 岡本 純子 氏

27 広報・PRアカデミー2016 日経ＢＰヒット総合研究所長 麓　幸子 氏
「PRSJ　特別シンポジウム」 嶋　浩一郎 氏

ＭＳＤ㈱　執行役員 広報部門統括山下 節子 氏
岡本 純子 氏

9 ＰＲプランナー交流会

11

16 広報ＰＲアカデミー2016 黒田 明彦 氏

17 後藤　洋 氏

24 第179回定例研究会 絹川 智紹 氏

30 第24回広報ゼミ 山口 真一　 氏

9
月

8
月

11
月

国際大学
GLOCOM　講師　会場:凸版印刷㈱ トッパン小石川ビル

第19回ＰＲプランナー資格検定
2次試験

日本放送協会（ＮＨＫ） 
報道局取材センター 経済部長 

会場：ベルサール神保町 ㈱博報堂ケトル　代表取締役社長

㈱グローコム 代表　

（ＰＲプランナー部会）

コミュニケーション・ケーススタディ 企業広報戦略研究所　主席研究員

代表取締役社長 

会場:六本木アカデミーヒルズ49

会場：六本木アカデミーヒルズ49

トライベック・ストラテジー㈱ 
会場：コンベンションルーム ＡＰ大阪梅田茶屋町

会場：コンベンションホールＡＰ東京丸の内

日経ＢＰ社　
 日経ビジネス編集長　　

第23回広報ゼミ 「特別企画「大学向け　「模擬記者会見を体験してみよう」

毎日インテシオ（大阪）

㈱井之上パブリックリレーションズ

「広報・ＰＲブラッシュアップ講座」

メディアビジネス事業部

「ダイキン工業株式会社

(企業部会) 会場：松山大学東京オフィス会議室　　 週刊ダイヤモンド編集長　

会場：富士ソフト アキバプラザ 代表取締役

～ＮＨＫ経済部の今と今後の報道展開を語る～」

「ＮＨＫがめざすこれからの経済報道

第19回ＰＲプランナー資格検定

「ベーシック・ドキュメンテーション」

第2部：交流会

「広報・ＰＲブラッシュアップ講座」 会場：富士ソフト アキバプラザ

「『日経ビジネス』の編集とこれからのメディア展開

～三位一体のビジネスメディア戦略を探る～」

─　「万一」が起きたときにどう対処するか　─」」

会場：近畿大学東京センター

会場：AP秋葉原

BuzzFeed Japan㈱　

「国際報道の現場～躍動するアジア取材の経験から」 龍谷大学
会場：大阪凌霜倶楽部 教授

『日経新聞の作り方・読み方』

㈱電通パブリックリレーションズ

会場：日本コカ・コーラ

東京会場： 東京富士大学

（ＰＲプランナー部会）

第3回ＰＲプランナーフォーラム ｉｎ 関西

デプラス㈱
代表取締役

西武グループ初の大型複合開発 

「広報担当者のための『Ｗｅｂで“伝わる”広報7つのポイント』

「東京ガーデンテラス紀尾井町」見学会

㈱グローコム

週刊ダイヤモンド

大阪会場：毎日インテシオ

名古屋会場： ＡＰ名古屋

会場：東京富士大学（東京）

北海道建設会館（札幌）

㈱オールアバウト 

「多様性社会を担う広報パーソンの役割とキャリア像

㈱井之上パブリックリレーションズ

～目指すは「世の中へのポジティブなインパクト」～」

日経新聞東京本社

「広報・ＰＲブラッシュアップ講座」 会場：富士ソフト アキバプラザ

創刊編集長　

㈱スペインクラブ

10
月

会場：富士ソフト アキバプラザ

経済解説部編集委員　

ＡＰ名古屋（名古屋）

「ベーシック・メディアリレーションズ」

「ベーシックＰＲプランニング」

「週刊ダイヤモンドの特集と独自の編集方針」

会場：ドコモラウンジ

「ＮＥＴ炎上　レクチャー＆ワークショップ」

「All Aboutの編集とWebメディアが広報に求めること」

「企業広報スタディ」

第１部:施設見学会：朝日新聞東京本社

（企業部会）

「ベーシック・プレゼンテーション」
「広報・ＰＲブラッシュアップ講座」

テクノロジー・イノベーションセンター（TIC）」見学会」

「“読者目線”に徹する『BuzzFeed Japan』の新展開

(企業部会)



30 第38回ＰＲスキル研究会 遠藤　祐 氏
（ＰＲ業部会） 渡邉　啓 氏

30 第29回広報学校 【1日目】
畑山　純 氏

早川 忠宏

1 【2日目】 第2講座
塩田 宏之 氏

岸本　文利 氏

7 2016年度「ＰＲアワードグランプリ」

グランプリ選考審査会

8 広報ＰＲアカデミー2016 青田 浩治 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

12 なでしこカウンシル 麓　幸子 氏

13 ワールドカフェ 日比谷 尚武 氏
高野 祐樹 氏

14 広報ＰＲアカデミー2016 青田 浩治 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

15 第251回定例会 村田 晃嗣 氏

15 広報・ＰＲアカデミー2016 田中 正博 氏
「コミュニケーション・ケーススタディ」

21 広報・PRアカデミー2016 野村 康史郎 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

5 広報・PRアカデミー2016 野村 康史郎 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

6 平成29年広告界合同年賀会

11 広報・PRアカデミー2016 風間 眞一 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

13 異文化勉強会

17 広報ＰＲアカデミー2016 風間 眞一 氏
「PRプランナー3次試験対応講座」

18 広報ＰＲアカデミー2016 本田 哲也 氏
コミュニケーション・ケーススタディ講座

19 第3回ＰＲプランナー朝活セミナー 黒田 明彦 氏
＆交流会　（ＰＲプランナー部会）

20 新春PRフォーラム関西 所　功 氏
（関西部会）

21

「戦略ＰＲスタディ」 ブルーカレント・ジャパン㈱
会場：六本木アカデミーヒルズ49  代表取締役社長　

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

11
月

12
月

日本経済新聞大阪本社

コンプライアンス室エグゼクティブ兼広報部長

㈱電通パブリックリレーションズ
会場：六本木アカデミーヒルズ49

（ＰＲプランナー部会）

会場：日通ＮＥＸ-ＴＥＣ芝浦

第3部　過去の緊急会見のＤＶＤ視聴

「ニュースリリースの作成」

会場：六本木アカデミーヒルズ49

会場:六本木アカデミーヒルズ49

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

「ハッピー・ウーマンになろう　～キャリアもプライベートも～ 」

同志社大学

「スパイクス・アジアから見えるこれからのＰＲのキーワード」

会場：㈱オズマピーアール

㈱オズマピーアール 副社長　

アカウント・マネジャー

第2部　　模擬会見
～緊急会見と取材対応の基本

㈱エイレックス第1部　「緊急時のメディア対応

「危機管理が明暗を分ける

第3講座

会場：中央電気倶楽部

日本パブリックリレーションズ協会 事務局長　

第2部 「ソーシャルメディアメディアの危機対応」 ㈱エイレックス
シニアアカウント・エグゼクティブ

～企業を守るクライシス・コミュニケーションの基本と実務～」

毎日放送（ＭＢＳ）

～多様化、深刻化するリスクに備えを～」

第１講座

第19回ＰＲプランナー資格検定

（関西部会 ）

～危機管理・徹底研究！～

会場：大阪凌霜クラブ・サロン

代表取締役社長　

「広報・ＰＲ企画の立案作成」

Sansan㈱
～既成概念に捉われない広報担当とは～」 ㈱井之上パブリックリレーションズ

～二次被害をどう防ぐか」

編集局経済部　編集委員

「不祥事発生！テレビ会見の怖さとその対応

第1部　テレビ報道からの視点

㈱風間眞一広報事務所

1
月

日経ＢＰ社 
日経ＢＰヒット総合研究所長　

「大統領選後の日米関係」

会場：富士通ラーニングメディア

「広報・ＰＲ企画の立案作成」

会場：Trattoria Godereccio

「広報・ＰＲ企画の立案作成」 ㈱風間眞一広報事務所

（関西部会 ）

（マーケティング分野）

「ＰＲにイノベーションを起こそう！

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

「危機管理広報スタディ」 ㈱田中危機管理広報事務所 

（コーポレート分野）」

（マーケティング分野）

会場：泉ガーデンコンファレンスセンター

会場：帝国ホテル「孔雀の間」

「広報・ＰＲ企画の立案作成」

（コーポレート分野）」

㈱電通パブリックリレーションズ 
『オクトパスモデル』分析をもとに自社の広報力を知ろう！」

会場：六本木アカデミーヒルズ49

法学部教授　

㈱オズマピーアール

㈱オズマピーアール

「イラン・イスラム共和国大使館」

「ニュースリリースの作成」 ㈱電通パブリックリレーションズ

会場：ドコモラウンジ

「企業広報戦略研究所の

「皇室の在り方を考える モラロジー研究所 教授
～天皇退位（譲位）を巡って」 京都産業大学 名誉教授

会場：中央電気倶楽部 



                     3次試験

25 新春PRフェスタ2017 
「新春PRフォーラム」
「賀詞交歓会」 会田 弘継 氏

1 広報・PRアカデミー2016 田代　順 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

3 第180回定例研究会 萩原　豊 氏

6 米国研修ツアー
～8

8 第25回 広報ゼミ　

8 広報・PRアカデミー2016 田代　順 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

15 広報・PRアカデミー2016 畑山　純 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

16 北見 幸一 氏
末次 祥行 氏

16 第252回定例会 高橋 雅哉 氏

21 第17回広報活動研究会
（企業部会）

21 ＰＲ経営者懇談会 岡本 純子 氏
（ＰＲ業部会） 代表

22 広報・PRアカデミー2016 畑山　純 氏
「PRプランナー1次試験対応講座」

23 第8回ＰＲプランナーフォーラム

23 第14回 企業部会フォーラム 山田 俊宏 氏
（企業部会）

1 広報ＰＲアカデミー2016
広報・ＰＲプロジェクト
顕彰事例セミナー2017

5 第20回ＰＲプランナー資格検定

                       1次試験

9 広報・PRアカデミー2016 北村 真吾 氏
広報・ＰＲプラクティカル・トレーニング

14 第39回PRスキル研究会 森下 郁恵 氏
（ＰＲ業部会）

15 第181回定例研究会 藤代 裕之 氏

2
月

1
月

品川ラーニングメディアセンター（東京）

第1部　日本PR大賞「パーソン・オブ・ザ・イヤー」

「シチズン・オブ・ザ・イヤー」表彰式及び受賞者記念スピーチ

・経営倫理とプロフェッショナリズム

「広報・ＰＲ動画活用トレーニング」

「企業文化×グローバルコミュニケーション」

会場：㈱オズマピーアール　プレゼンルーム

・パブリックリレーションズの基本

・国際広報

共同通信客員論説委員　

㈱スペインクラブ
・企業経営と広報・ＰＲ活動

取締役社長

・広報・ＰＲマネジメント

・コミュニケーションとＰＲ
・メディアリレーションズ
・マーケティングとＰＲ

第2部　新春特別講演 青山学院大学 教授

会場：日本外国特派員協会

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「トランプ時代の世界情勢とパブリックリレーションズ」

㈱エイレックス
・エンプロイーリレーションズ アカウントマネージャー

・広報・ＰＲにおけるインターネット

取締役社長

（企業部会） 会場：日本コカ・コーラ㈱

㈱スペインクラブ

法政大学 
社会学部 メディア社会学科 准教授 

「広報会議」編集長　

～ネット時代におけるジャーナリズムとメディアリテラシーを考える～」

「オンラインNo.1メディアの戦略と展望」 東洋経済新報社
会場：学校法人 近畿大学 東京オフィス 「東洋経済オンライン」　編集長

会場：富士ソフトアキバプラザ

会場：六本木アカデミーヒルズ49

「フェイクニュースを生むネットメディアの歴史と構造

「2016年のＰＲとトレンド総括、2017年のＰＲの展望」 ㈱宣伝会議

会場：六本木アカデミーヒルズ49

毎日インテシオ（大阪）

ＡＱＵＡ博多（福岡）

訪問先：米国・ニューヨーク

会場：ＡＰ秋葉原

「“報道の本流”を直走る『ＮＥＷＳ 23』のこれから

訪問先：ＴＢＳ放送センター

会場：六本木アカデミーヒルズ49

会場：六本木アカデミーヒルズ49

㈱エイレックス

会場：㈱オズマピーアール

・企業の危機管理

会場：六本木アカデミーヒルズ49

アカウントマネージャー

・インベスターリレーションズ

（ＰＲプランナー部会）

広報・PRアカデミー2016 「広報効果測定スタディ」 ㈱電通パブリックリレーションズ 
コミュニケーション・ケーススタディ講座 会場：六本木アカデミーヒルズ49 ㈱電通パブリックリレーションズ 

「グローバルＰＲのパラダイムシフト
 日米のＰＲを徹底比較」

㈱グローコム 

「共同通信大阪経済部の編集方針と取材体制」 共同通信
（関西部会 ） 会場：大阪凌霜倶楽部 大阪経済部長　

3
月

会場：東京富士大学（東京）

ケイズクリエイト㈱

ＴＢＳテレビ 報道局ニュース部

・行政、団体等の広報活動

～ニュース番組の制作と広報・ＰＲ関係者へのアドバイス～」  『ＮＥＷＳ 23』番組プロデューサー

会場：六本木アカデミーヒルズ49



16 雨宮 和弘 氏

30 第253回定例会 村田 博文 氏
主幹　（関西部会 ） 会場：大阪凌霜倶楽部

代表取締役 

3
月

「トランプの時代をどう生き抜くか～激動期の経営リーダーの思想」 財界研究所社長

「デジタルメディア・スタディ」 クロスメディア・コミュニケーションズ㈱　

コミュニケーション・ケーススタディ講座 会場：六本木アカデミーヒルズ49

広報・PRアカデミー2016


