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2019年度 学生募集要項 

 

パブリックリレーションズ コース （昼間部）  
 

 

学長・伊藤美恵の他、業界の第一線で活躍する PR、ジャーナリスト、編集者、マーケティング担当者などが

直接指導にあたります。 PR実践（産学連携プロジェクト）と企業研修（インターン）では、様々な業界の 

「仕事の現場（=生きた授業）」を経験し、多くの人たちと関わり合いの中でコミュニケーション能力を養います。

卒業後には即戦力として活躍できるような人材を１年間かけて育成します。 

 

【受講期間】 

2019年度 春期入学 2019年  4月 8日（月）  ～  2020年 3月 23日（月） ※予定 

【定員】10名 （最少実施人数 5名）  

 

 

カリキュラム一覧 概  要 

1 アタッシェ・ドゥ・プレス学 PR の業務内容と基本知識を身につけ、コミュニケーションのテクニックを学びます。 

2 広告・広報・メディア論 
あらゆる企業における広報活動、広告表現、マスコミ対応について学びます。あわせて、テ

レビ、雑誌、新聞、WEB、それぞれのメディアの特徴を理解します。 

3 マーケティング 
マーケティングの基礎を知り、PR・広告・プロモーションの位置づけを理解し、マーケッターと

して必要な視点の付け方やターゲットの見極め方などもあわせて学びます。 

4 WEB マーケティング 
WEB マーケティングの現状と本質を知り、ソーシャルメディアを含む多様なツールを生かす

ためのノウハウを身につけます。 

5 ブランディング 様々なブランドの価値観をより高く認知させる活動、ブランディングの手法を学びます。 

6 コミュニケーション実践 
PR パーソンに必要な「聴く、話す、書く」のテクニックをバランスよく身につけ、アイデアを生

む上で大切な発想の仕方を学んでいきます。 

7 スピーチトレーニング 

スピーチ、ディベートの訓練を通して、効果的に伝える方法を学びます。英語と日本語を交

互に話す SWITCH TREANING では、英訳しやすい日本語と、和訳しやすい英語を使うこと

で、物事を完結に伝えるコミュニケーションスキルを身につけます。  

8 PR ケーススタディ 
あらゆる業界で活躍する現役のコミュニケーション担当者を講師として招き、それぞれの業

界についてのケーススタディを学びます。 

9 PR 実習  
PR の基礎業務をスタッフの指導の元、実習で身に付けます。プレゼン、ミーティング、キャラ

バン、イベント等にも立会い・参加することで、生のコミュニケーション現場を体験できます。  

10 
プランニング 

プレゼンテーション 

課題にもとづいて、調査、企画立案、企画書作成、プレゼンテーションまで行います。オリエ

ンテーションを受けてから、約２週間でグループで取り組みます。  

11 企業研修（インターン） 
PR 会社やブランド、メディア、広告代理店などの企業、インターン生として実習に取り組みま

す。実務経験のみならず、社会人として必要なマナー、教養、感覚も身につけていきます。  

12 MIE塾（夜間講義） 
昼間部の授業と並行し、社会人と一緒に毎週水曜日の夜、座学で学びます。様々な業界の

プロの方が講師を務めます。 

※カリキュラム内容については、追加・変更となる場合がございます。 
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○ 就職について  

志望する業界でのインターン経験を踏まえ、卒業後に本人の希望や適性に合った就職を実現するため、

カウンセリングなどを通して学生の就職活動をトータルにサポートします。 

 

募 集 要 項 

 

● パブリックリレーションズコース（昼間部）願書受付期間 

      2019年度春期：2018年 12月 17日（月） ～ 2019年 3月 1日（金） 

● 入学選考料  ： 5,400円（税込） 

● 選考方法   ： 面接試験 / 随時 

 

○  受験資格 

高等学校卒業以上 

 

○  選考方法  

コミュニケーションの仕事に対する適性と熱意を、学長が面接で審査します。 

 

○  出願方法 

①ホームページの募集フォームより必要事項を記入し、エントリーしてください。 

追って、事務局よりエントリー確認のご連絡をメールで返信します。 

②入学選考料 5,400円（税込）を指定口座へお振り込み下さい。 

③お振り込み確認後、面接の日程をご連絡いたします。 

※事務局からの返信にも面接日程の他、諸手続きの詳細を記述しますので併せてご確認下さい。 

 

○  選考結果について 

・合格者には、通知書と入学手続き書類を送付します。書類をご確認の上、お手続きをお願いします。 

・全ての手続きが完了した方には「入学許可証」を郵送でお送りします。 

【合格後の必要書類】 ※郵送にて下記書類の提出をお願いいたします。 

1. 入学手続書 

2. 最終学歴の卒業証明書 

3. 切手 360円 

4. 住民票 

5. 写真 1枚（タテ 40mm×ヨコ 30mm）・・・入学手続書に添付してください。 

 

○  学費について 

【パブリックリレーションズコース（昼間部）】  

入学金  ･････････････････････・・・・ 150,000円（税込） 

受講料  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・718,000円（税込） 

施設・設備費  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40,000円（税込） 

諸費用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円（税込） 

 

合計 918,000円（税込） 

 

A.d.P 

特別養成 

  コース 
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【納入期限について】  

合格通知書に同封される書類に記載された支払日までに、学費を納入してください。 

支払日は通常、合格通知書の発行日から 2週間以内となります。 

一旦受理した学費のうち入学金以外については、指定期日（3/30）までに所定の手続き（「入学

辞退届」を提出）を済ませた場合に返還します。期日を過ぎた場合は、理由の如何にかかわら

ず返金いたしませんので、予めご了承ください。 

 

■  振込先 

銀行名：三井住友銀行  支店名：渋谷支店  普通 No.8243773 

口座名：カ）ミエ・エファップ・ジャポン 

 

 

 

○  学費分割支払について （分割でのお支払いをご希望の方はご相談下さい） 

1.  分割回数は 2回（前期・後期）となります。 

2.  別途、分割手数料（20,000円/年間）がかかりますので、予めご了承下さい。 

3.  収入のある保証人を立てて頂き、合格後の必要書類とは別に三者間で契約を結びます。 

4.  入学後に生徒都合による休学・留学・退学等があった場合、後期分割払いは生じます。 

 

 

≪ 支払金額および支払いスケジュール ≫ ※金額は全て税込 

支払金額総計 

【分割手数料 20,000円含む】 

前期 

支払日 

後期 

支払日 

前期：指定日 前期：2019年 9月 25日 

938,000円 569,000円 

〈内訳〉入学金    150,000円 

受講料    359,000円 

施設・設備費 40,000円 

諸費用     10,000円 

分割手数料  10,000円 

369,000円 

〈内訳〉受講料      359,000円 

分割手数料   10,000円 

※ 前期分の支払『指定日』とは、合格通知発送後 2週間以内です。 

指定日は分割契約書（三者間契約）の送付時に別途記載しますので予めご了承下さい。 

 

≪ 学費分割支払に伴う必要書類 ≫ 

□ 住民票・・・保証人 1部（原本）     

□ 分割契約書（分割希望後、当校から書類を送付します。） 
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≪ 分割契約の流れ ≫  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■  振込先 

銀行名：三井住友銀行  支店名：渋谷支店  普通 No.8243773 

口座名：カ）ミエ・エファップ・ジャポン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご提出書類および、契約書のご捺印を確認後、問題がなければ完了 

合格通知受理 

合格通知発行日より２週間以内に、入学金と諸費用を含む前期の学費を納入し、 

合格後の必要書類と併せて分割契約書と保証人様の住民票を事務局へ必着。 

 

M.I.C事務局より分割契約書を発行/送付 
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Ｍ Ｉ Ｅ 塾 （夜間部） 4月期 / 10月期 

 

アタッシェ･ドゥ･プレス（＝広報・ＰＲ）として将来活躍したいと考えている方や、すでにこの仕事に従事しなが

らさらなるスキルアップを望む方が、働きながら通える基礎コース。アタッシェ･ドゥ･プレス業務に欠かせない

基礎的な概念から、現場で生かせるコミュニケーションのノウハウ、その背景にある哲学に至るまでを講義

と実践研究から効果的に学びます。 

【定員】20名 （最少実施人数 10名） 

【開催】4月期：全 20回（4月～9月）  水曜日開催 19：30～21：00（1.5ｈ）  ※予定 

    10月期：全 20回（10月～3月） 水曜日開催 19：30～21：00（1.5ｈ）  ※予定 

※日程または内容が変更になる場合がございます。※最低実施人数に満たない場合は中止になる場合もございます。 

※欠席した授業はビデオ補講ができます。（一部講師の都合で不可の場合もございます。） 

※インターンシップ、就職サポートを希望する方は別途、お問い合わせください。 

※法人での受講及び、講座のアレンジのご相談も承ります。 

 

 

募 集 要 項 

 

○開講日時   4月期：2019年 4月 10日（水）  ～  2019年 9月 18日（水） 

            10月期：2019年 10月 9日（水）  ～  2020年 3月 18日（水） 

○募集期間    4月期：2019年 2月 5日（月）  ～  2020年 4月 10日（水） 

            10月期：2019年 8月 6日（月）  ～  2020年 10月 9日（水） 

○申込方法 ： ホームページ内の申込フォームよりお申込みください。 

 

○注意事項 

※定員に達し次第、申込受付を締切らせていただきます。 

※ご入金後のキャンセルはお受けいたしかねますのでご了承ください。  

※参加者様のご都合によるキャンセルおよび欠席・遅刻によるご返金等は一切お受けしておりません。 

※最少開講人数に満たない場合は、事務局の判断で開催を中止することがあります。 

その際は、開催 3日前までにメールでご連絡し、お支払いいただいた受講料は返金いたします。 

 

○受講料について （全額一括納付） 

A  全 20 コマ      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・183,600円（税込） 

B  全 20 コマ 一般早割/学生 15％OFF ・・・・・・・・・・・・・156,060円（税込） 

 

【納入期限について】  

申込フォームよりお申込後、自動返信にてご案内のメールをお届けします。メールが届かない場合は、申込

が完了していない恐れがありますので、M.I.C事務局までお問い合わせください。 

★ 早割は指定日までの申込（HP掲載）、並びに、受講料納入手続きをされた方に限らせて頂きます。 

★ クレジット決済が可能です。（一括のみ） 

★ 法人様のお申込みに限りご請求書によるお支払いができます。但しお振込期日は指定となります。 
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■  振込先 

銀行名：三井住友銀行  支店名：渋谷支店  普通 No.8243773 

口座名：カ）ミエ・エファップ・ジャポン 

 

 

 

 

 

 

書類送付先・お問い合わせ先 

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 2-36-13 広尾 MTRビル 5Ｆ 

M.I.C（エム・アイ・シー）事務局 宛 

TEL: 03-5791-7551  FAX: 03-5791-7555   E-mail: info@mic.tokyo.jp 

   

 

 

 


