
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

就労移行支援事業所：2 1 1 0 1 0 2 2 9 岐阜校 通算第 95 号 

令和 4 年 

３月１５日（火）修了式 

訓練生１名の就職が決まりました!! 

事前に皆さんからのメッセージを集めた色紙を気持ちを込めて渡しました。卒業式の定番「旅立ちの日に」を歌い、

最後にあたたかい拍手で送り出す事が出来ました。ご卒業、そして、就職おめでとうございます。 

馬好きの N さん、卒業おめでとう 

３月８日（火）日本情報処理検定合格発表 

受けられた皆さんはドキドキの瞬間・・・ 

なんと！８人の方が合格する事ができました！！（パチパチ） 

諦めず日々努力した事はとても素晴らしいと思います。 

改めまして合格おめでとうございます。 

３月２４（木）先輩の話 

３月２４日（木）Man to Man Animo株式会社

に勤務する先輩を招いて、就職するうえで大切

な事に関するお話を聞きました。 

 

試験を３つ受けましたが、スピ

ード２級のみ合格できました。

あと１つの級で検定に合格すれ

ばコンプリートできるので次こ

そは合格したいです。（Y.H） 

沢山練習をしたので、合格する事ができました。 

次はもっと上位の級に合格できるよう頑張りたい

です。（Y.I） 

私は、先輩の話を聞いて障害があっても働け

るように同行してくださる方への感謝も大

事だという事を知りました。これからも自分

の人生を少し工夫しながら就職活動に活か

していこうと思いました。（M.T） 

悪徳商法セミナー 

岐阜市消費生活センターから、自立した消費者になるとい

うテーマでお話を聞きました。 

法改正で１８歳から成人になりクレジットカードをつくる

ことができますが、その半面詐欺にあいやすいので注意し

ないといけません。 

「社会保険制度」ってなぁに？ 

社会保険制度についてセミナーを受けました。私た

ちが就職したときに、公的な制度を知っておくこと

で、充実した生活を送ることができると教えてもら

いました。 

日本は、１人１人の生活や状況

に合わせて制度をしっかりと考

えてくれているのだとありがた

く感じました。自分の将来につ

いて改めて考える良い機会とな

りました。(A.T) 

３月１７日（木）・３月１８日（金）オープンキャンパス 

岐阜校・熱田校・各務原校・豊田校・一宮校・刈谷校の６校をオンラインで繋いで、就労移行を求める人と受け入

れる企業への周知活動を目的とする大イベントがありました。 

内容は、クイズ・各校のスタッフ紹介・SMBC セミナーなどでした。 

大イベントがありました。 

 

ギッフィー オープンキャンパス 

岐阜校の事を他校にアピールできると

てもいい機会になり、ギッフィーの紹

介もできて良かったです。（A.T） 

SMBC セミナー 

クレジットカードは、自分で保管するこ

と、人に貸し借りをしないことが大切だと

思いました。（A.H）（A.T） 

クイズ・スタッフ紹介 

色々なスタッフさんを知る事ができ、

面白かったです。（H.T）（Y.F） 

 

年金を受け取る日を増やしたり、

減らしたりする事ができるので驚

きました。(Y.F) 

細かい部分まで内容を確認しな

いと、自分の望んでない契約を

することになる可能性があるの

でしっかりと内容を確認するよ

うにしたいと思いました。

（Y.I） 

サイトを見るときは文字をよく読

んで、いいサイトか悪いサイトか

を判断することが大切だと思いま

した。（K.K） 

参考資料

です。 



 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 内容 

ビジネスマナー あいさつ・コミュニケーション力 

社会人基礎力  創造力 

社会人基礎力概論 

創作活動 カゴ作り・アベノマスク 

ワーク  ピッキング訓練・正しいボルトの締め方 

ファイリング 

総合学習 エコグラム 

PC講義 名刺作成・ZOOM・表計算 

◆土曜日稼働のお知らせ 

4/9  マーサ 21 

4/23 うかいミュージム 
 
 

4/29 ～5/4 （GW）は休校❣ 

今月の 

カリキュラム 

 
今月は、こんな内容の 

授業を行います。 

passo@mmg.jp 

058-267-6075 

www.mmg-passo.com 

〒500-8842 岐阜市金町 6 丁目 21番地 岐阜ステーションビル 7 階 

就労移行支援事業所  

パッソ岐阜校 
FAX 

MAIL 

URL 

 

058-267-6078 

ADD 

 

TEL 

 

お車でお越しの際は、当ビルに駐車場はございませんので、近隣のコインパーキング

などをご利用下さい。 

JR 岐阜駅・名鉄岐阜駅より徒歩 8分。 

ファミリーマート 岐阜金町七丁目店さんの隣のビルの 7 階です。 

見学・体験のお申し込みは電話又は 

メールにて、お気軽にお問い合わせ下さい。 

 

 URL : ameblo.jp/passogifu 

名鉄岐阜駅 

岐阜市シティータワー43 

金
華
橋
通
り 

Passo 岐阜校 
岐阜ステーションビル 7F 

 JR岐阜駅 

Contact Us 

週間カリキュラム 
時限 時間 時間数 月 火 水 木 金 土 日

10:40～10:50 10分

昼休憩 12:00~13:00 60分 終礼 昼休憩

13:50～14:00 10分

9:30～10:40 70分 社会人基礎力 総合学習

余暇

プログラム

資格取得 パソコン講義

休憩

就労支援

午前

10:50～12:00 70分 OA実践 総合学習

朝礼 9:00~9:30 30分 朝礼・清掃 朝礼・清掃

終礼 14：50～15：00 10分 終礼

朝礼・清掃 朝礼・清掃 朝礼・清掃

ワーク

休憩(10分)

14:00～14:50 50分 パソコン 創作活動

午後

ビジネスマナー

パソコン パソコン

ボッチャ パソコン講義

13:00～13:50 50分
月・週目標

ワーク
創作活動 リラクゼーション

休憩(60分)

開催数 試験日 申込受付期間

第131回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第132回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第133回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第134回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第129回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第130回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第131回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第132回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第 81回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第 82回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第 83回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第 84回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第 81回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第 82回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第 83回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第 84回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第59回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第60回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第61回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第62回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

第69回 令和4年  7月 9日（土） 令和4年  5月27日（金）～  6月  3日（金）

第70回 令和4年10月 8日（土） 令和4年  9月  2日（金）～  9月  9日（金）

第71回 令和4年12月 3日（土） 令和4年10月28日（金）～11月  4日（金）

第72回 令和5年 2月18日（土） 令和5年  1月13日（金）～  1月20日（金）

プレゼンテーション作成検定試験

文章入力スピード認定試験（日本語）・（英語）

令和４年度　日本情報処理検定
各検定試験日程

受験内容・受験料に関しては、パッソ岐阜校までお気軽にお問い合わせください。

受験のお申し込みは、パッソ岐阜校までお越し下さい。試験結果の郵送を希望の方は、別途送料がかかります。

                                                            日本語ワープロ検定試験

情報処理技能検定試験（表計算）・（データベース）

文書デザイン検定試験

                                                   ホームページ作成検定試験


