
LW/来宜 通用教材清单

デザイン思考の基本 〇 15分
デザイン思考のステップ1 〇 15分
デザイン思考のステップ2 〇 15分
デザイン思考のステップ3 〇 15分
デザイン思考のステップ4 〇 15分
組織におけるデザイン思考 〇 15分
DXの基礎知識 〇 15分
DX人材の要件（マインド＆思考法） 〇 15分
DX人材の要件（知識＆スキル） 〇 15分
DXを推進するデジタル技術（IoT） 〇 10分
DXを推進するデジタル技術（AI） 〇 10分
DXを推進するデジタル技術（クラウドコンピューティング） 〇 10分
DXを推進するデジタル技術（XR） 日本の文化とビジネススタイル 〇 10分
和秋叶一起学PPT 秋葉おじさんと一緒にPPTを学ぶ 6小时
和秋叶一起学Excel 秋葉おじさんと一緒にExcelを学ぶ 5.5小时
和秋叶一起学Excel进阶课 秋葉おじさんと一緒にExcelを学ぶ~強化編~ 7.5小时
和秋叶一起学Word 秋葉おじさんと一緒にWordを学ぶ 3.6小时
和秋叶一起学WPS（包含Word、Excel、PPT） 秋葉おじさんと一緒にWPSを学ぶ 10.5小时
工作型PPT应该这样做（PPT进阶课） ビジネスPPTの作り方 5.5小时
Excel商务图表 ビジネスExcel図表 4.2小时
Excel数据透视表 ピボットテーブル 2小时
社会人と学生の違い 〇 50分
社会と組織 〇 48分
身だしなみ 〇 59分
職場のマナー 〇 57分
仕事の仕方 〇 55分
コミュニケーションⅠ 〇 47分
コンプライアンス 〇 45分
意外な豆知識 〇 51分
職場の人間関係 〇 28分
コミュニケーションⅡ 〇 27分
チームワーク 〇 25分
報連相の仕方 〇 25分
時間管理 〇 26分
PDCAサイクル 〇 28分
ビジネスメールの書き方 〇 59分
意外な豆知識 〇 46分
キャリアデザイン 〇 27分
チームマネジメント 〇 26分
問題解決 〇 28分
リーダーシップ 〇 25分
健康管理 〇 32分
電話応対の基本 〇 31分
ビジネスメール 〇 26分
意外な豆知識 〇 44分

商务·沟通（ビジネス·コミュニケーション） 日本的文化和商务工作方式 日本の文化とビジネススタイル 〇 1.5小时
商务礼仪 ビジネスマナー 1小时
时间管理 タイムマネジメント 1小时
目标管理 目標管理 1小时
团队合作 チームワーク 1小时
批判性思维的精髓 クリティカル・シンキングのエッセンス 2小时
沟通的精髓 コミュニケーションのエッセンス 2小时
数值分析的精髓 数値分析のエッセンス 2小时
市场营销的精髓 マーケティングのエッセンス 2小时
会计的精髓 企業会計のエッセンス 2小时
经营战略的精髓 経営戦略のエッセンス 2小时
金融学的精髓 ファイナンスのエッセンス 2小时
谈判的精髓 ネゴシエーションのエッセンス 2小时
领导力的精髓 リーダーシップのエッセンス 2小时
批判性思维　技能诊断 クリティカル・シンキング スキル診断 30分
沟通　技能诊断 コミュニケーション　スキル診断 30分
数值分析　技能诊断 数値分析　スキル診断 30分
市场营销　技能诊断 マーケティング　スキル診断 30分
会计　技能诊断 企業会計　スキル診断 30分
经营战略　技能诊断 経営戦略　スキル診断 30分
金融学　技能诊断 ファイナンス　スキル診断 30分
谈判　技能诊断 ネゴシエーション　スキル診断 30分
领导力　技能诊断 リーダーシップ　スキル診断 30分
经营战略 経営戦略 5小时
市场营销学 マーケティング 5小时
金融学 ファイナンス 5小时
领导力 リーダーシップ 5小时
发现问题的基本方法 問題発見の基本 30分
发现问题的技巧 問題発見のスキル 1小时
解决问题的基本方法 問題解決の基本 1小时

中文

DX推進

和秋叶大叔一起学Office（秋葉おじさんと一緒にOfficeを学ぶ） ×

商务场景下的Excel与PPT（ビジネスExcel＆PPT） ×

社会人基礎力　入門編

社会人基礎力　初級編

社会人基礎力　中級編

日文

中文

日文

（中文字幕）

标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

逻辑构建（論理構築） 〇

MBA管理讲座（MBAマネジメント講座） 〇

商务技能诊断（マネジメント基礎　スキル診断） ー

商务入门（ビジネス入門） 〇

商务技能经典（ビジネスエッセンシャル） 〇

New!

New!

New!

New!

New!

New!
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标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

如何培养你的下属：1on1会议 部下を育て組織を強くする 1on1ミーティング 〇 1小时
30分钟轻松掌握！远程办公基础知识 30分でわかる！ テレワークの基本 〇 30分

信息安全（情報セキュリティ） 信息安全的精髓（对应多国语言） 情報セキュリティのエッセンス（マルチリンガル対応） 〇 45分
职场骚扰基础知识 ハラスメントの基礎知識 3分
反职场职权骚扰 パワーハラスメント対策 20分
反职场性骚扰 セクシャルハラスメント対策 15分
反职场孕妇骚扰 マタニティハラスメント対策 10分
PDCA PDCA編 33分
提高工作效率 業務効率化編 50分
7W2H1G 7W2H1G編 19分
商务演示 プレゼンテーション編 30分
商务邮件 ビジネスメール編 1小时
汇报·联系·商量 ホウレンソウ編 1小时
会议概要的记录方法 議事録の書き方編 55分
逻辑思维 ロジカルシンキング編 30分
问题意识和问题解决 問題意識と問題解決 1小时
角色认知 役割認識 35分
目标管理与绩效面谈 目標管理とパフォーマンスマネジメント 40分
高效时间管理 タイムマネジメント 2小时
报告联络商量培训 報・連・相 2小时
PDCA循环 高效工作方法培训 合理的な仕事の進め方 2小时
高效沟通技巧培训 効率的なコミュニケーションスキル 2小时
商务礼仪与职业形象 ビジネスマナー 2小时
日资企业中国员工 中日跨文化沟通培训 日系企業で働く中国人向け日中異文化コミュニケーション × 3小时
新任主管：从个人贡献者到团队领导者 新任管理職向けマネジメント基礎 〇 3小时
教练技巧 コーチングスキル 〇 3小时
解读数字背后的商业行为 非財務の財務研修 × 3小时
打造高绩效销售团队 セールスチームのマネジメント × 3小时
[顾问式销售技巧]培训 コンサルティング式のセールススキル 〇 3小时
商务谈判培训 交渉スキル × 3小时
高效职场沟通 コミュニケーションスキル 〇 3小时
战略 経営戦略 1.7小时
市场营销 マーケティング 2小时
财务会计 会計 2.3小时
逻辑思维 ロジカルシンキング 1.5小时
培养感动客户的服务，让业绩倍增 顧客を感動させるサービス・業績を倍増させる能力育成 1.3小时
调整情绪，正确处理客户投诉 情緒調整・正しいクレームの対応方法 40分
怎样当好一个领导者 どうやっていいリーダになれる 1小时
克服团队协作的五大障碍 チームワークの五大障碍を克服する方法 40分
正面领导打造团队凝聚力 ポジティブリーダーシップ・チーム結集力の構築 1.8小时

中文

中坚管理层培训（中間管理職：新任管理職～1年前後の管理職） 〇

思考力（シンキング力） 〇

职场基础技能（ビジネス基礎スキルアップ） 〇

工作方式改革（働き方改革）

反职场骚扰（ハラスメント対策） 〇

团队领导（リーダーシップ）-讲师 〇

客户服务（カスタマサービス）-讲师 〇

经营人材培养（経営人財育成） 〇

管理层培训（管理職向けマネジメント）

新/骨干员工必修（新・中堅社員必須） 〇
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标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

如何搭建客户信用评估体系 顧客信用評価体系の構築方法（与信管理） 27分
如何搭建客户信用评估体系-测试题 顧客信用評価体系の構築方法（与信管理）-アセスメント

市场营销理论篇 マーケティング理論 1小时
沟通理论篇 コミュニケーション理論 1小时
客户邀约 営業のアポ取り 20分
销售准备 訪問前の準備 8分
拜访开场 訪問開始 9分
需求探寻 お客様のニーズを探す 11分
价值呈现 商品の価値性を示す 40分
获取承诺 承諾を獲得 10分
销售沟通 営業としての社内コミュニケーション注意点 14分
销售确认 最終確認 7分
前言 はじめに 5分
分析策略 寻找筹码 有利な交渉材料を分析する 20分
谈判准备 策划路径 交渉の準備 12分
开局破冰 アイスブレーク 10分
提案引导 提案ガイド 9分
讨价还价 価格交渉スキル 7分
促成协议 クロージング 10分
职场沟通实战技巧 コミュニケーションのテクニック 40分
职场汇报实战技巧 報告のテクニック 16分
职场联络实战技巧 連絡のテクニック 15分
职场商谈实战技巧 商談のテクニック 20分
礼仪入门 入門知識 20分
形象礼仪 イメージマナー 12分
销售姿态 営業マンの姿勢 8分
基本礼仪 マナーの基本 20分
会议礼仪 イメージデザインマナー 6分
销售电话礼仪 営業の電話マナー 6分
销售接待礼仪 営業の応接礼儀 7分
销售拜访礼仪 営業の訪問マナー 9分
销售交往礼仪 営業の付き合いマナー 8分
销售沟通礼仪 営業のコミュニケーションマナー 12分

销售新人培养（新人営業育成） 销售新人90天育成计划 新人営業90日間育成プラン 〇 32分
快速提升职场力（ビジネススキルを素早く高める） PPT制作当中的逻辑思维 ビジネススキルを素早く高める！ロジック思考でPPTを作成する方法 〇 1.5小时

PPT高手进阶之路（上）平面美感设计 UI視覚の美的感覚設計 3.5小时
PPT高手进阶之路（下）立体逻辑设计 立体思考のロジック設計 2.5小时
PPT应用实战：精彩工作汇报 社内プレゼンテーションの注意点 1.3小时
数据分析基础篇：挖掘数字背后的故事（数据分析逻辑与Excel操作）

データ分析基礎編：データの秘密を掘り出す・データ分析のロジックとExcelスキ

ル
7小时

数据分析进阶篇：数据思维与分析技巧 データ分析高級編：データ分析の考え方とコツ 2.5小时
思维导图 マインドマッピング 2小时
职场高效沟通 効率的なコミュニケーションスキル 2.5小时
压力与情绪管理 ストレスマネジメント 2小时
销售谈判 商談 2小时
销售管理 セールスチーム管理 3小时
价值销售技巧 バリューセリングテクニック 3小时
用数据思维驱动业务 データ思考の推進力 3小时
大客户开发与管理 顧客向けビジネス開発 2小时
PPT应用实战：精彩商务宣讲 プレゼンテーションの注意点 1.3小时
消费者行为学 消費者行動 2.5小时
市场营销直通车 マーケティング 2.5小时

报联商（ホウレンソウ） 〇

双赢谈判（WinWinネゴシエーション） 〇

顾问式销售（コンサル式営業） 〇

销售技能培训（営業スキルトレーニング） 〇

如何搭建客户信用评估体系（与信管理）－讲师 〇

销售（営業） 〇

营销（マーケティング） 〇

通用能力（汎用スキル） 〇

销售礼仪（営業マナー） 〇

中文

3



标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

日语发音入门（12课） 発音と基礎日本語1 × 8小时
基础日语（上/下册）（14课+16课） 基礎日本語2 〇 7小时
新概念英语第一册（144课） 新概念英語第一册 36小时
新概念英语第二册（96课） 新概念英語第二册 35.2小时
新概念英语第三册（60课） 新概念英語第三册 51.3小时
不一样的英语初级语法 初級英語文法 22.8小时
不一样的英语中级语法 中級英語文法 45.3小时
遇见更从容的自己（1）压力基础知识篇（面向全体员工） セルフケア・ストレス基礎知識（全社員向け） 1小时
遇见更从容的自己（2）压力管理应用篇（面向全体员工） セルフケア・ストレスマネジメント（全社員向け） 1.5小时
将心比心-培养你的人际同理心（面向全体员工） 心で感じる　共感能力を育成（全社員向け） 1小时
提升心理资本-铸就积极心态（面向全体员工） 「心理資本」を向上しポジティブな態度を養う（全社員向け） 1小时
员工压力管理（1）基础知识篇（面向管理者） ラインケア・部下のストレスマネジメント基礎編（管理職向け） 1小时
员工压力管理（2）应用篇（面向管理者） ラインケア・部下のストレスマネジメント応用編（管理職向け） 1.5小时
读懂他人-提升慧眼识人的领导力（面向管理者） 性格を読み取る　部下を熟知したリーダーシップを育成（管理職向け） 1小时
正面激励，不同工作情景正面激发员工的方法（面向管理者） 仕事場面に応じた部下動機付けの方法（管理職向け） 1小时
信息安全意识基础 情報セキュリティ・基礎知識 10分
密码和邮件安全 情報セキュリティ・パスワードとメール 10分
物理和软件安全 セキュリティ対策・ハードウェアとソフトウェア 10分
移动安全 セキュリティ対策・モバイル端末 10分
社会工程学 ソーシャルエンジニアリング 10分
社交安全 ソーシャルセキュリティ 10分
办公安全 オフィスセキュリティ 10分
数据和存储安全 セキュリティ対策・データとオンラインストレージ 10分
信息安全管理意识 情報セキュリティ・管理 10分
计算机安全-终端电脑安全 PCセキュリティ・端末セキュリティ 10分
计算机安全-网络安全 PCセキュリティ・ネットワークセキュリティ 10分
法律法规 法律と規則 3分
防雷 避雷 20分
风水灾害 風水災害 20分
5S管理 5S管理 20分
安全生产法摘要 安全生産法概要 20分
仓库防火安全 倉庫の防火安全 20分
电气火灾 電気火災 20分
粉尘爆炸 粉塵爆発 20分
静电 静電気 20分
危化品 之 易燃液体 危険物-可燃性液体 20分
危化品 之 易燃气体 危険物-可燃性ガス 20分
气体灭火系统 ガス消火システム 20分
消防栓 消火栓 20分
自动喷水灭火系统 自動噴水消火システム 20分
火灾自动报警系统 火災自動通報システム 20分
手持式灭火器 消火器 20分
安全 安全編 18分
5S 5S編 36分
卫生 衛生編 12分
生产 生産編 27分

品质 品質編 1.8小时

改善 改善編 9分

英语学习·语法（英語学習・文法） ×

英语学习·基础（英語学習・基礎） ×

日语学习·基础日语（日本語学習・基礎日本語）

工厂管理（工場管理） 〇

安全基础知识（安全・基礎知識.） 〇

信息安全（情報セキュリティ） 〇

职场心理健康-面向管理者（メンタルヘルスー管理者向け） ×

职场心理健康-面向员工（メンタルヘルスー全社員向け） ×

中文
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标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

如何成功转型为管理者（上/下） 初めての管理職を成功させる 40分
管理方式 管理スタイル 40分
激发并维持员工的积极性 モチベーションの育成と維持 40分
管理者的情境管理技能 マネージャーの状況判断スキル 40分
管理者的关系管理技能（上/下） マネージャーの対人関係スキル 40分
管理者的情绪管理技能 マネージャーの感情的スキル 40分
引领团队和个人行动（上/下） チームと個人の行動を管理する 40分
成为一名教练式经理（上/下） マネージャー/コーチになる 40分
有效决策（上/下） 効果的な意思決定 40分
管理中的说服力（上/下） 管理状況で説得力を得る 40分
管理团队成员的各种情绪（上/下） チーム内で感情を処理する 40分
“调频”一致，让沟通更有效（上/下） 他者への適応によるコミュニケーションの改善 40分
管理压力 ストレスに対処する 40分
坚定自信：了解你的行为类型（上/下） 積極性：自身のプロフィールを知る 40分
自信技巧工具箱（上/下） 積極性：ツールキット 40分
卓越人际关系的3大支柱 対人関係の卓越性の3つの柱 40分
开发一种人际沟通策略 対人コミュニケーション戦略の開発 40分
越了解自己，沟通越有成效（上/下） より良いコミュニケーションをするために自分自身をよく知る 40分
良好沟通的三大途径 よいコミュニケーションへの3つのルート 40分
建立共赢合作的三大关键杠杆 成功する協力関係を構築するための3つの重要な手段 40分
情绪对工作的影响（上/下） 職場での感情の影響 40分
控制你的情绪 感情をコントロールする 40分
认识自我沟通风格 コミュニケーションスタイルを見つける 40分
有效调整沟通内容 メッセージを最適化する 40分
应对发言中的棘手问题 会議で困難な質問を回避する 40分
为双赢谈判做准备 お互いがWin-winの関係になる商談の準備 40分
处理耗时任务（上/下） 時間のかかるタスクへの対処 40分
策略性时间管理 時間を戦略的に管理する 40分
阐明和管理你的优先事务（上/下） 重要な優先事項に焦点を当てる 40分
利用不同时间观，促进高效工作 時間認識によるパフォーマンスの向上 40分
在快节奏的社会中提高效率 変化の速い世界における生産性の向上 40分
制定工作计划，关注优先任务 週次の優先事項の計画と管理 40分
如何高效快速地完成重要任务 付加価値の高いファイルを簡単に作成 40分
如何管理你的时间 時間の使い方を考える 40分
专注于你的优先任务 あなたの優先事項に焦点を当てる 40分
高效时间管理的12条指南 効果的な時間管理の12のガイドライン 40分
卓越商务演示：锐丽视觉呈现 ビジネスデモンストレーション：ビジュアルプレゼンテーション 40分
主持高效会议 効率的な会議を取り仕切る 40分
影响力和说服力：赢取支持 影響力と説得力：サポートを勝ち取る 40分
应对他人请求，同时完成你的优先任务 リクエストに対応しながら、タスクを優先的に完成させる 40分
实用商务写作技巧 ビジネスライティングスキル 40分
精心准备一场成功的演讲 成功させるためのスピーチを準備 40分
积极倾听练习 傾聴を積極的に練習 40分
公众演讲：把握好问答环节 パブリックスピーチ：Q＆Aを把握 40分
告别超负荷工作 過負荷作業へ別れを告げる 40分
如何应对异议（上/中/下） 異議に対処する方法 40分
强化自我记忆（上/下） 自己記憶を強化 40分
项目管理要素（上/下） プロジェクト管理の必需品 40分
项目构架（上/下） プロジェクトフレームワーク 40分
项目计划（上/下） プロジェクト計画 40分
制定项目预算（上/下） プロジェクト予算を作成する 40分
预测项目风险（上/下） プロジェクトのリスクを予測する 40分
从需求到项目（上/下） プロジェクトの成功に対する顧客の期待を特定する 40分
组织头脑风暴活动 組織ブレーンストーミング活動 40分
远程管理：有效和团队成员交流 リモート管理：チームメンバーと有効なコミュニケーションをとる 40分
远程管理： 如何对待后进员工 リモート管理：後進従業員の扱い方 40分
行动计划的制定与实施 アクションプランの策定と実施 40分
项目管理：动员团队成员 プロジェクト管理：チームメンバーを動員する 40分
为指导委员会的会议做准备 指導委員会の会議を準備 40分

人力资源管理（HR マネジメント） 准备并组织年度绩效评估（上/下） 年次業績評価の準備 × 40分
客户关系：利害攸关 顧客との関係：ステーク 40分
客户关系：建立信任 顧客との関係：信頼の構築 40分
客户关系：积极倾听 顧客との関係：傾聴の練習 40分
客户关系：达成共识 顧客との関係：合意をとる 40分
通过客户关系，提高客户忠诚度 顧客とのやりとりを通じてロイヤリティーを育む 40分
通过倾听来说服的艺术（上/下） 傾聴による説得術 40分
销售承诺，一诺到底 セールスの承諾 40分
通过情绪管理建立信任 （上/下） 感情的な管理を通じて信頼を確立 40分
创造双赢的销售模式 Win -Winセールスモデルを創造 40分
把握谈判方法（上/中/下） 交渉方法を把握 40分
组织富有影响力的销售方案，成功说服客户 成功するオファーで顧客に納得してもらう 40分

质量-安全-环境（品質－安全－環境） 解决问题：工具和方法（上/下） 問題解決：ツールと方法 × 40分

×

个人发展（自己啓発） ×

高效职场人（プロフェッショナル） ×

项目管理（プロジェクト マネジメント） ×

销售（コマーシャル）

中文

管理与领导力（マネジメント＆リーダーシップ） ×
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标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

論理的思考を身につけるクリティカルシンキング 1小时
ビジネスの課題を解決する数値分析 1小时
ビジネスの成果を数字で表すアカウンティング 2小时
売れる仕組みを作るマーケティング 1.5小时
多様なスタイルを持つリーダーシップ 45分
ビジネスの意思決定をするファイナンス 2小时
競争を勝ち抜くための経営戦略 2小时
ビジネスを円滑に進めるためのコミュニケーション 1小时
Win-Winな合意を目指すネゴシエーション 2小时
グローバルビジネス入門 1小时
英文ビジネスレター/Eメールのエッセンス 1小时
英文契約書のエッセンス 1小时
IFRS（国際会計基準）の基礎 1小时
問題発見の基本 30分
問題発見のスキル 1小时
問題解決の基本 1小时
ビジネスマナー 1.5小时
ビジネス文書 1小时
タイムマネジメント 1小时
目標管理 1小时
チームワーク 1小时
ビジネスマナー 30分
ビジネス文書 30分
タイムマネジメント 30分
目標管理 40分
チームワーク 30分
部下の成長を後押しする「キャリアデザイン」 1.5小时
メンバーのエネルギーを引き出す「フィードバック」 1.5小时
部下を一人前に育てる「デレゲーション」 1.5小时
風通しのよい職場をつくる「チームビルディング」 1.5小时
しなやかなチームをつくる「ダイバーシティ」 1.5小时
タフな相手を説得する「アサーティブコミュニケーション」 1.5小时
チームで取り組む長時間労働の是正 ―働き方改革の実現に向けて― × 40分
クイズで学ぶ「がん治療と仕事の両立」（管理職編） △ 45分
ダイバーシティのエッセンス × 20分
誰もが働きやすい職場をつくる「LGBT」 △ 1小时
ダイバーシティ浸透をはばむハラスメント ―働きやすい職場をつくるために― 〇 40分
無意識の偏見を理解する ～ダイバーシティ&インクルージョンの実現に向けて～ 〇 30分
怒りをコントロールするアンガーマネジメント 〇 40分
折れない心をつくる レジリエンス 〇 40分
30分でわかる！ テレワークの基本 〇 30分
部下を育て組織を強くする 1on1ミーティング 〇 1小时

ビジネス・コミュニケーション（商务沟通） クレーム対応の極意 〇 1小时
OJTの進め方 〇 40分
知っておくと安心！SNSの怖さ × 20分
スタッフ印象 30分
売場演出 25分
説明・提案 25分
クリンリネス 25分
情報セキュリティのエッセンス 〇 3小时
情報セキュリティのエッセンス（サイバー攻撃対策） 〇 40分
下請法（基礎編） 25分
下請法（実務編） 30分
著作権法 20分
反社会的勢力排除の基礎知識 30分
安全保障貿易（輸出）管理（基礎編） 15分
製造物責任法（基礎編） 1小时
契約（基礎編） 1.5小时
独占禁止法（基礎編） 1小时
独占禁止法（カルテル編） 50分
職場のメンタルヘルス（ラインケア編） 1小时
職場のメンタルヘルス（セルフケア編） 1小时
職場のセクシュアルハラスメント 1小时
職場のパワーハラスメント 1小时

職場のエチケット（职场礼仪） スメルマネジメント 〇 20分
700点突破！ 単語・フレーズの効果的学習法 4分
700点突破！ 英語フレーズで学ぶTOEIC(R)テスト対策（1）
700点突破！ 英語フレーズで学ぶTOEIC(R)テスト対策（2）
700点突破！ 英語フレーズで学ぶTOEIC(R)テスト対策（3）
700点突破！ 英語フレーズで学ぶTOEIC(R)テスト対策（4）

グローバルビジネスエッセンシャル（国际商务技能经典系列） 〇

ビジネスエッセンシャル（商务技能经典系列） 〇

700点突破！ 英語フレーズで学ぶTOEIC(R)テスト対策

（突破700分！英语短语学习 托业考试对策）
ー

・5タイトルセットで提供

・テスト対策(1)～(4)「標準学習時

間」は繰り返し学習を推奨している

ため特になし

職場のケア（职场护理） ×

コンプライアンス（合规） 〇

CSRエッセンシャル（CSR经典系列）

店舗スタッフトレーニング（店铺员工培训系列）

コンプライアンスBasic（合规Basic） 〇

ショッパーズ＆トレーナーズ・アイ（购物者&培训师・眼睛）

働き方改革（工作方式改革）

日文

中間管理職のためのチームマネジメント（中坚管理层团队管理） ×

ビジネス入門（やさしい日本語版）（商务入门系列（日语带假名版）） 〇

ビジネス入門（商务入门系列） 〇

論理構築（逻辑结构） 〇
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标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

Microsoft Excel 2019 エントリー 1.5小时
Microsoft Excel 2019 ベーシック 1.5小时
Microsoft Excel 2019 アドバンス 1.5小时
Microsoft PowerPoint 2019 エントリー 1.5小时
Microsoft PowerPoint 2019 ベーシック 1.5小时
Microsoft PowerPoint 2019 アドバンス 1.5小时
Microsoft Word 2019 エントリー 1.5小时
Microsoft Word 2019 ベーシック 1.5小时
Microsoft Word 2019 アドバンス 1.5小时

Microsoft Office活用 プレゼン資料作成術 ～PowerPointを活用～ 〇 1小时
クリティカル・シンキング スキル診断 30分
コミュニケーション スキル診断 30分
ネゴシエーション スキル診断 30分
数値分析 スキル診断 30分
戦略的思考 スキル診断 30分
会社経営 スキル診断 30分
経営戦略I スキル診断 30分
マーケティングI スキル診断 30分
アカウンティングI スキル診断 30分
ファイナンスI スキル診断 30分
リーダーシップI スキル診断 30分
マネジメント基礎総合 スキル診断 1小时
経営戦略II スキル診断 30分
マーケティングII スキル診断 30分
アカウンティングII スキル診断 1小时
財務会計II スキル診断 30分
管理会計II スキル診断 30分
ファイナンスII スキル診断 1小时
リーダーシップII スキル診断 30分
マネジメント応用総合 スキル診断 1小时
問題発見 スキル診断 40分
問題解決 スキル診断 40分
コーチング スキル診断 30分
労務管理 スキル診断 30分
目標管理 スキル診断 30分
職場のメンタルヘルス（ラインケア編） スキル診断 30分
職場のセクシュアルハラスメント スキル診断 30分
職場のパワーハラスメント スキル診断 30分
Microsoft Excel スキル診断（基礎編） 25分
Microsoft PowerPoint スキル診断（基礎編） 25分
Microsoft Word スキル診断（基礎編） 25分
Microsoft Excel スキル診断（応用編） 25分
Microsoft PowerPoint スキル診断（応用編） 25分
Microsoft Word スキル診断（応用編） 25分

管理者必修スキル診断（管理者必修技能测验） ー

論理構築スキル診断（逻辑结构技能测验） ー

マネジメント応用スキル診断（管理应用技能测验） ー

マネジメント基礎スキル診断（管理基础技能测验） ー

Microsoft Office2019 〇

Microsoft Officeスキル診断 ー MicrosoftOffice2013に対応

職場のケアスキル診断（职场护理技能测验） ー

日文
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标准学习时间 备注语言 系列 教材名称 教材名（日语訳） 测试题有无

決算書速読術（貸借対照表と損益計算書） 1.7小时
キャッシュフロー計算書 1小时
財務分析をやってみよう 1小时
粉飾決算の着眼点 19分
投資価値評価の方法 1.8小时
BtoBマーケティングの勘所 16分
新興国へのマーケティング戦略 25分
経営戦略の基本フレーム 1.3小时
マーケティングベーシックス 2.6小时
優れた管理が実践している戦略思考 1.2小时
デザイン思考によるイノベーション 59分
勝てるビジネスモデルの作り方 1.2小时
組織の将来像ビジョンの共有 41分
自発性を引き出すコーチング 39分
リーダーシップスタイル 19分
ミーティング活性化ファシリテーション 37分
ゲーム理論 1.5小时
意思決定バイアス 1.2小时
心を動かすスピーチプレゼンの技法 58分
管理職に必要な印象管理術 54分
ストレスマネジメント 58分
ビジネス英文Eメール 3.7小时
英語ビジネスミーティング 2.7小时
交渉折衝のための英語表現 3.5小时
日中異文化コミュニケーション（赴任者向け） 5.3小时

高校数学の復習にも最適！はじめてから学べる「数学・工業数学」 工業数学入門 〇 6時間30分
電気・電子（回路編） 4時間30分
電気・電子（電気・磁気編） 3時間30分
パワーエレクトロニクス基礎 1時間20分
品質管理基礎　QC検定3級対応 11時間
プロジェクトマネジメント基礎 4時間
3DCADエンジニアの基礎知識 7時間30分
機械設計&製図理論(基礎編) 10時間30分
機械設計&製図理論(基礎編) 10時間30分
ITパスポート試験対策　テクノロジ分野（前編） 5時間30分
ITパスポート試験対策　テクノロジ分野（後編） 6時間
ITパスポート試験対策　マネジメント＆ストラテジ分野 9時間
基本情報技術者試験対策　テクノロジ分野 基礎 8時間30分
基本情報技術者試験対策　テクノロジ分野 応用 7時間30分
基本情報技術者試験対策　マネジメント＆ストラテジ分野 10時間30分
情報セキュリティマネジメント試験対策 7時間
これから始めるAI知識 4時間
これから始めるIoT知識 3時間
ネットワーク概論(ネットワーク入門) ー 4時間
ネットワーク概論(ネットワークエンジニア基礎) ー 10時間
クラウドコンピューティング概論 〇 3時間
Azure入門 〇 2時間45分

できる社会人を目指す！「ITパスポート」「基本情報処理技術者試験」資格対策 〇

はじめてから学ぶ「データサイエンスとAI・IoT」 〇

今からでも間に合う！最低限知っておくべき「クラウド・ネットワーク」の知識

ご利用希望の場合、要相談

電気系エンジニア必須知識！はじめてから学べる「電気・電子」 〇

できる社会人を目指す！「プロジェクトマネジメント」と「品質管理入門」 〇

機械系エンジニア必須知識！はじめてから学べる「機械設計・機械工学」 〇

日文

経営アカデミー（经营学院） ×
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