
大学広報セミナー 参加申込書

※この面に必要項目をご記入の上、下記のＦＡＸ番号にご送信ください。 

FAX 03-3515-3558
大学通信 大学プレスセンター宛 

申し込み締切：11 月 29 日（木） 

◎下記のセミナーに参加します。 

□ 東京会場（2018 年 12 月 10 日） 

□ 大阪会場（2018 年 12 月 4 日）

（いずれか一方の会場名の□にチェックを入れてください） 

貴 大 学 名：

申込連絡者ご芳名：

住所：〒

TEL：                  FAX：

参加者ご芳名 所属部課・役職 メールアドレス 

※会場の定員の都合上、お申し込みは１大学 2 名様までとさせていただきます。 

※この個人情報は、本セミナーの一連の業務、および今後のご案内にのみ使用させていただきます 

◆本状に関するお問い合わせ：大学通信 大学プレスセンター TEL 03-3515-3545（担当：小林、上道） 

【大学広報担当者向け無料セミナー】 

大学広報セミナーのご案内 
大学のブランディングが問われる中、広報戦略の一つとして、プレスリリースは有効な手段となります。大学の有する豊かな知的

資産や先端的な取り組みを広く社会に発信することは、高等教育機関としての大学の責務でもあります。とりわけ情報発信の優劣

は大学のブランドにも直結することであり、情報発信力を高めることは、これからの大学広報の最重要課題であると言っても過言

ではありません。 

今回の「大学広報セミナー」では、以下のようなテーマについて、講師の方々にお話しいただきます。 

「マスコミは大学のどのような情報に向けてアンテナを張っているのか」 

「グローバル時代、海外に向けてどのように情報を発信していけばよいのか」 

「“危機管理広報”とは、いったいどのようなものなのか」 

大学のこれからの広報戦略を考える機会として、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

東京会場：2018 年 12 月 10 日 (月) 

［ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター ホール３Ａ］ 定員／120 名様
※
 

大阪会場：2018 年 12 月 4 日 (火) 

［AP 大阪駅前梅田 1 丁目 AP ホール２］ 定員／80 名様
※
 

※定員はいずれも先着順 

【参加費】無料 

最終面の申込書で必ず事前にお申し込みください 

※いずれの会場とも 13:30 開場／セミナー14:00～17:20

【主催・お問い合わせ】 大学通信 大学プレスセンター （担当：小林、上道） 

〒102-0084 東京都千代田区二番町１１－７ 

TEL 03-3515-3545（直）  FAX 03-3515-3558



【企画のご案内】

大学に特化した貴重な情報資源を教育担当記者にダイレクトに配信する

大学通信「大学プレスセンター」
大学プレスセンターは、大学の広報現場の課題をソリューションへと導く、学校情報に特化したプレスリリースサービスです。

プログラムのご案内 

時 間 東京会場【 12 月 10 日(月) 】 大阪会場【 12 月 4 日(火) 】 

13:30 受付開始 

ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター ホール 3A 

東京都新宿区市谷八幡町８番地 

（ＪＲ市ヶ谷駅より徒歩約１分） 

受付開始 

ＡＰ大阪駅前梅田１丁目 ＡＰホール２ 

大阪市北区梅田 1-12-12 東京建物梅田ビル（受付地下 1F） 

（ＪＲ大阪駅より徒歩約２分） 

14:00 

14:50 

東洋経済新報社 編集局メディア編集部 就職四季報プラスワン編集長 

宇都宮 徹氏 

【テーマ】経済誌の視点で語る、取り上げたい大学、注目するテーマ 

15:00 

15:50 

Aalto International Japan, COO Mynewsdesk Japan, Business Development 

レーム・マックス氏

【テーマ】大学の海外への情報発信 

16:00 

17:20 

株式会社プラップジャパン メディアトレーニング部部長 兼シニアトレーナー 危機管理広報主席コンサルタント 

井口 明彦氏 

【テーマ】危機管理広報 

講師プロフィール 

宇都宮 徹氏（東洋経済新報社 編集局メディア編集部 就職四季報プラスワン編集長） 

東洋経済記者、就職四季報プラスワン編集長。

1974 年生まれ。専修大学経済学部卒。賃貸住宅ニュース社（現 CHINTAI）を経て、2000 年東洋経済新報社入社。『会社四季報

未上場版』編集部、決算短信担当、『週刊東洋経済』編集部（連載、エンタメ、就職、大学などの編集担当）、『会社四季報プロ

500』副編集長を経て、2016 年 4 月から現職。記者としても、農薬・肥料・化学、鉄道、機械業界などを担当。 

レーム・マックス氏（Aalto International Japan, COO Mynewsdesk Japan, Business Development）

ドイツ出身。ドイツとカナダの国籍を保持しており、カナダの政府機関の PR の部署で勤務した後、京都の立命館大学で国際関

係学の修士号を取得。2015 年に Aalto International Japan に入社し、日本企業のグローバルにおけるマーケティング・ブラン

ディングのプロジェクトを担当。主に技術メーカーのグローバル PR、インバウンドコンテンツマーケティング、グローバルビ

デオブランディングなどのプロジェクトに携わる。2018 年より、Aalto が日本の窓口を担うディジタルコミュニケーションプラ

ットフォーム Mynewsdesk の日本事業を担当し、様々な分野で日本企業や大学のコミュニケーション戦略に関わる。日本語、英

語、ドイツ語での対応が可能。

井口 明彦氏（株式会社プラップジャパン メディアトレーニング部部長 兼シニアトレーナー 

危機管理広報主席コンサルタント） 

大手損害保険会社にてリスクマネジメント業務に従事。その後、PR 会社にて数多くの企業の広報活動支援や J リーグ発足時の

PR 活動支援を手がけ高い評価を受ける。その際テレビや新聞を中心に多くの記者と接触、マスコミ界に幅広い人脈を持つ。1999
年プラップジャパンにて「メディアトレーニング」「危機管理広報コンサルティング」の専門部署を立ち上げる。現在、国内外大

手企業のトップ・行政機関のスポークスパーソン・政治家等を対象に、年間 160 件以上の「メディアトレーニング」のトレーナ

ーを手掛ける。また、環境汚染、製品不具合、不適切会計、法令違反、火災･爆発事故等発生時における危機管理広報コンサルテ

ィングの経験も豊富。行政機関や地方自治体を対象とした講演活動や執筆活動も行う。2017 年より日本広報協会の広報アドバイ

ザーに就任。

◆会場地図 

東京会場【ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター】 大阪会場【ＡＰ大阪駅前梅田１丁目】 

東京都新宿区市谷八幡町８番地 大阪市北区梅田 1-12-12  東京建物梅田ビル（受付地下 1F） 

◆本状に関するお問い合わせ：大学通信 大学プレスセンター TEL 03-3515-3545（担当：小林、上道） 

① プレスリリース機能：大学のニュースを広くマスコミの教育担当記者や大学関係者等に配信します。

② ニュース編集機能：集まったニュースをプレスセンターで分類・編集し、特集化して配信します。

③ デジタル PR 機能：Digital PR Platform との連携により、多彩な配信ネットワークで情報の拡散を図ります。

大学プレスセンターの機能

https://www.u-presscenter.jp/ 
<大学関係者の皆様にも無料でニュースをお届けします。上記 URL からお気軽にご登録ください> 

ニュースメール 大学プレスセンター トップページ 

～
 

～
 

～
 



【企画のご案内】

大学に特化した貴重な情報資源を教育担当記者にダイレクトに配信する

大学通信「大学プレスセンター」
大学プレスセンターは、大学の広報現場の課題をソリューションへと導く、学校情報に特化したプレスリリースサービスです。

プログラムのご案内 

時 間 東京会場【 12 月 10 日(月) 】 大阪会場【 12 月 4 日(火) 】 

13:30 受付開始 

ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター ホール 3A 

東京都新宿区市谷八幡町８番地 

（ＪＲ市ヶ谷駅より徒歩約１分） 

受付開始 

ＡＰ大阪駅前梅田１丁目 ＡＰホール２

大阪市北区梅田 1-12-12 東京建物梅田ビル（受付地下 1F） 

（ＪＲ大阪駅より徒歩約２分） 

14:00 

14:50 

東洋経済新報社 編集局メディア編集部 就職四季報プラスワン編集長 

宇都宮 徹氏 

【テーマ】経済誌の視点で語る、取り上げたい大学、注目するテーマ 

15:00 

15:50 

Aalto International Japan, COO Mynewsdesk Japan, Business Development 

レーム・マックス氏 

【テーマ】大学の海外への情報発信 

16:00 

17:20 

株式会社プラップジャパン メディアトレーニング部部長 兼シニアトレーナー 危機管理広報主席コンサルタント 

井口 明彦氏 

【テーマ】危機管理広報 

講師プロフィール 

宇都宮 徹氏（東洋経済新報社 編集局メディア編集部 就職四季報プラスワン編集長） 

東洋経済記者、就職四季報プラスワン編集長。

1974 年生まれ。専修大学経済学部卒。賃貸住宅ニュース社（現 CHINTAI）を経て、2000 年東洋経済新報社入社。『会社四季報

未上場版』編集部、決算短信担当、『週刊東洋経済』編集部（連載、エンタメ、就職、大学などの編集担当）、『会社四季報プロ

500』副編集長を経て、2016 年 4 月から現職。記者としても、農薬・肥料・化学、鉄道、機械業界などを担当。

レーム・マックス氏（Aalto International Japan, COO Mynewsdesk Japan, Business Development）

ドイツ出身。ドイツとカナダの国籍を保持しており、カナダの政府機関の PR の部署で勤務した後、京都の立命館大学で国際関

係学の修士号を取得。2015 年に Aalto International Japan に入社し、日本企業のグローバルにおけるマーケティング・ブラン

ディングのプロジェクトを担当。主に技術メーカーのグローバル PR、インバウンドコンテンツマーケティング、グローバルビ

デオブランディングなどのプロジェクトに携わる。2018 年より、Aalto が日本の窓口を担うディジタルコミュニケーションプラ

ットフォーム Mynewsdesk の日本事業を担当し、様々な分野で日本企業や大学のコミュニケーション戦略に関わる。日本語、英

語、ドイツ語での対応が可能。

井口 明彦氏（株式会社プラップジャパン メディアトレーニング部部長 兼シニアトレーナー 

危機管理広報主席コンサルタント） 

大手損害保険会社にてリスクマネジメント業務に従事。その後、PR 会社にて数多くの企業の広報活動支援や J リーグ発足時の

PR 活動支援を手がけ高い評価を受ける。その際テレビや新聞を中心に多くの記者と接触、マスコミ界に幅広い人脈を持つ。1999
年プラップジャパンにて「メディアトレーニング」「危機管理広報コンサルティング」の専門部署を立ち上げる。現在、国内外大

手企業のトップ・行政機関のスポークスパーソン・政治家等を対象に、年間 160 件以上の「メディアトレーニング」のトレーナ

ーを手掛ける。また、環境汚染、製品不具合、不適切会計、法令違反、火災･爆発事故等発生時における危機管理広報コンサルテ

ィングの経験も豊富。行政機関や地方自治体を対象とした講演活動や執筆活動も行う。2017 年より日本広報協会の広報アドバイ

ザーに就任。

◆会場地図

東京会場【ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター】 大阪会場【ＡＰ大阪駅前梅田１丁目】 

東京都新宿区市谷八幡町８番地 大阪市北区梅田 1-12-12  東京建物梅田ビル（受付地下 1F） 

◆本状に関するお問い合わせ：大学通信 大学プレスセンター TEL 03-3515-3545（担当：小林、上道）

① プレスリリース機能：大学のニュースを広くマスコミの教育担当記者や大学関係者等に配信します。

② ニュース編集機能：集まったニュースをプレスセンターで分類・編集し、特集化して配信します。

③ デジタル PR 機能：Digital PR Platform との連携により、多彩な配信ネットワークで情報の拡散を図ります。

大学プレスセンターの機能

https://www.u-presscenter.jp/ 
<大学関係者の皆様にも無料でニュースをお届けします。上記 URL からお気軽にご登録ください> 

ニュースメール 大学プレスセンター トップページ 

～
 

～
 

～
 



大学広報セミナー 参加申込書

※この面に必要項目をご記入の上、下記のＦＡＸ番号にご送信ください。

FAX 03-3515-3558
大学通信 大学プレスセンター宛 

申し込み締切：11 月 29 日（木） 

◎下記のセミナーに参加します。

□ 東京会場（2018 年 12 月 10 日）

□ 大阪会場（2018 年 12 月 4 日）

（いずれか一方の会場名の□にチェックを入れてください） 

貴 大 学 名：

申込連絡者ご芳名：

住所：〒

TEL： FAX：

参加者ご芳名 所属部課・役職 メールアドレス

※会場の定員の都合上、お申し込みは１大学 2 名様までとさせていただきます。

※この個人情報は、本セミナーの一連の業務、および今後のご案内にのみ使用させていただきます

◆本状に関するお問い合わせ：大学通信 大学プレスセンター TEL 03-3515-3545（担当：小林、上道）

【大学広報担当者向け無料セミナー】 

大学広報セミナーのご案内 
大学のブランディングが問われる中、広報戦略の一つとして、プレスリリースは有効な手段となります。大学の有する豊かな知的

資産や先端的な取り組みを広く社会に発信することは、高等教育機関としての大学の責務でもあります。とりわけ情報発信の優劣

は大学のブランドにも直結することであり、情報発信力を高めることは、これからの大学広報の最重要課題であると言っても過言

ではありません。 

今回の「大学広報セミナー」では、以下のようなテーマについて、講師の方々にお話しいただきます。 

「マスコミは大学のどのような情報に向けてアンテナを張っているのか」 

「グローバル時代、海外に向けてどのように情報を発信していけばよいのか」 

「“危機管理広報”とは、いったいどのようなものなのか」 

大学のこれからの広報戦略を考える機会として、皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。 

東京会場：2018 年 12 月 10 日 (月) 

［ＴＫＰ市ヶ谷カンファレンスセンター ホール３Ａ］ 定員／120 名様
※

大阪会場：2018 年 12 月 4 日 (火) 

［AP 大阪駅前梅田 1 丁目 AP ホール２］ 定員／80 名様
※

※定員はいずれも先着順 

【参加費】無料 

最終面の申込書で必ず事前にお申し込みください 

※いずれの会場とも 13:30 開場／セミナー14:00～17:20 

【主催・お問い合わせ】 大学通信 大学プレスセンター （担当：小林、上道） 

       〒102-0084 東京都千代田区二番町１１－７ 

       TEL 03-3515-3545（直） FAX 03-3515-3558


