【大学広報担当者向け無料セミナー】

大学広報セミナー 参加申込書

大学広報セミナーのご案内

※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。
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

FAX 03-3515-3558
大学通信

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。

大学プレスセンター宛

今回の「大学広報セミナー」では、海外向けの情報発信について、また紙媒体と Web 媒体の違いや特性について、講師の方々にお

申し込み締切：11 月 27 日（月）

話しいただきます。

「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」
「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」
「デジタル時代に効果的なリリースを作成するためにはどうすればよいのか」

◎下記のセミナーに参加します。
□

東京会場（2017 年 12 月 5 日）

□

大阪会場（2017 年 11 月 29 日）

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。

（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

東京会場：2017 年 12 月 5 日 (火)

大 学 名：

［中央大学駿河台記念館 370 号室］ 定員／150 名様（先着順）

申込連絡者ご芳名：

大阪会場：2017 年 11 月 29 日 (水)

住所：〒

［大阪駅前第 3 ビル 17 階（ﾃｨｰｵｰｼﾞｰ）］ 定員／80 名様（先着順）
TEL：

FAX：

参加者ご芳名

所属部課・役職

メールアドレス

【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
※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）

※いずれの会場とも 13:30 開場／セミナー14:00～17:00

【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

◆会場地図

プログラムのご案内
時間

東京会場【 12 月 5 日(火) 】

大阪会場【 11 月 29 日(水) 】

13:30

受付開始

受付開始

中央大学駿河台記念館
東京都千代田区神田駿河台 3-11-5
（ＪＲ御茶ノ水駅より徒歩約３分）

大阪駅前第３ビル（ティーオージー）
大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 17 階
（ＪＲ大阪駅より徒歩約４分）

14:00
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大阪会場【大阪駅前第３ビル（ティーオージー）】

東京都千代田区神田駿河台 3-11-5

大阪市北区梅田 1-1-3 大阪駅前第 3 ビル 17 階

Aalto International Group CEO, Mynewsdesk 日本代表

福井

麻里子氏

【テーマ】大学の海外向け情報発信のはじめかた

ニューズピックス 副編集長

宇野澤

晋一郎氏

【テーマ】経営体としての大学。経済記者の観点から

【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。

講師プロフィール

大学プレスセンターの機能
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。

【東京・大阪会場】福井 麻里子氏（Aalto International Group CEO, Mynewsdesk 日本代表）
同志社大学社会学部卒業、京都大学経営管理大学院在籍中。博報堂グループ PR 会社の勤務を経て、人材紹介会社の海外現地法
人立上げメンバーとして、シンガポールに赴任。その後、グローバルブランディング・PR を専門とする Aalto International を
現地で創業。京都、ドイツ、フランスを拠点に事業を展開。2013 年より、スウェーデン発グローバル PR プラットフォーム

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。

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>

Mynewsdesk において日本代表を兼任し、日本の企業・組織の海外でのプレゼンス向上に努める。

【東京・大阪会場】宇野澤 晋一郎氏（ニューズピックス副編集長）
1976 年生まれ。東京学芸大学附属高等学校から慶應義塾大学法学部政治学科に進学。小此木政夫教授の下で朝鮮政治を学ぶ。
1999 年日本経済新聞社入社。大阪経済部で三洋電機、シャープ、任天堂などエレクトロニクス企業を取材。2003 年東京経済部、
日銀クラブで金融政策担当。05 年より東京産業部、エネルギー・環境やベンチャー企業などの担当後、13 年から 2 年間、大学
取材担当キャップ。日経産業新聞「大学解剖」
、日本経済新聞「学部はいま」などを執筆。15 年札幌支社編集部。東京企業報道
部次長を経て、17 年 7 月に退社。8 月よりニューズピックス副編集長に就任。
ニュースメール

大学プレスセンター トップページ

◆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）

◆会場地図
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