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岐阜校 通算第９７号

新聞

令和 4 年

5/7 学びの森
皆で電車に乗り、学びの森へ行きました。
フリスビーをしたり、紙芝居を見たりして楽しい時間を過ごしてきました。
各務原の市民公園に行きました。私は当日の朝から体調が優れなかったので、
皆のフリスビーには参加しなかったのですが、その代わりに写真を撮る係に
なり、皆がフリスビーをやっている姿を何枚か撮りました。（Ｒ.Ｍ）

4/28・5/10 修了式
２回にわたり各１名の方の修了式がありました。
歌を歌ったり、「ご就職おめでとうございます。」などのメッセージを送りました。
就職おめでとうございます。S さんとはパッソ新聞の作業で一緒になること
が多くて、私がやり方が分からなかった時に教えてくださいました。これか
ら大変なことがたくさんありますが、自分のペースでがんばってください。
（Ｋ.Ｋ）
今回修了されていった訓練生の方は初めてお会いした方だったけど一度も
会わずに修了されていく前に合うことが出来たので良かったです。（Ｓ.Ｋ）

新聞作業の方法について丁寧に教えていただいたことがあり、とても親切に
接してくれる方でした。就職先でも頑張ってほしいと思いました。（Ｈ.Ｉ）

私は、自分から T さんへなかなか話かけることができませんでしたが、T さ
んから何度か話しかけてくださったので良かったです。（Ｍ.Ｔ）

5/25 就労セミナー
今回は「まんが日本昔話」を題材に「読書感想文の書き方」を教えていただきました。

学びの森でフリスビーを使って久しぶりにたくさん体を動かしました。この日
は、とても天気が良く、気持ちも晴々した気分で過ごすことができ、楽しい時
間を過ごせました。自分の家から近いこともあり、学びの森が近い所にあるこ
とをほこらしく思えました。素敵な場所が身近にあり、自慢できるなと改めて
感じ、今回参加予定ではなかったのですが参加することができてよかったで
す。嫌なことも忘れて、楽しかったです。（Ａ.Ｔ）

5/21 ペーパークラフト
ピアサークルでペーパークラフトを作りました。ハリネズミや招き猫などがとても可愛く仕上がり、
休日などの空き時間に最適かもしれません。
私は細かい作業が得意なので、集中して最後まで取り組むことができました。
今回のペーパークラフトはとても楽しかったので、またやりたいと思いました。
（Ｋ.Ｓ）
細かい作業だったので難しかったです。でも、集中して作業を行い、完成さ
せることができました。（Ｉ.Ｙ）
私は細かくて黙々と出来ることが大好きなので、本当に楽しかったです。普
段の授業やワーク、創作活動でやることがあったら率先してやりたいです。
（Ｏ.Ｔ）

5/18 避難訓練
今回の避難訓練では、災害時のトイレ事情を実際に実演して学習を行いました。
お手軽に揃う１００均にも販売しているので、これをきっかけに意識を高めていきたいですね。

今回の就労セミナーを受けて学んだ事は、努力する事の大切さと幸せの形は人
それぞれだという事です。今も昔も、人々の考えは変わらずにいるのだと感じま
した。お金が沢山あって、ポジティブな方が幸せを感じるかもしれませんが、住

私は、避難するときに一番困ることはトイレだと分かりました。
地震はいつ起こるか予測ができないので１００均のグッズでそろえたり、

む家があって、食べる物があって、着る物もある、ただそれだけでも十分に幸せ
なのです。少々の辛い出来事があったとしても、努力し続ける気持ちは変わら
ず、小さな幸せを感じられる人でありたいと強く思いました。（Ａ.Ｔ）

ホームセンターでそろえたりすると、いざというときに役立ったりします。
自分で足りない物があったら避難リュックに買い足したりして、備えて
おきたいです。（Ｍ.Ｔ）

私はこのセミナーで、読書感想文は、会社のレポートに似ているなと思いま
した。文章を簡潔に相手に伝わりやすく書くことが苦手なので、感想文を書
く事に少し苦戦しました。けれど、文章を分かりやすく書く方法なども学ぶ
事が出来たので、今後の生活にも生かしていきたいです。（Ｋ.Ｏ）

焦らず冷静に対応することができたので良かったです。
今後も、今回のように冷静に対応できるようにしていきたいです。
（Ｓ.Ｋ）

令和４年度 日本情報処理検定
各検定試験日程

週間カリキュラム
時限

時間

時間数

月

火

水

木

金

朝礼

9:00~9:30

30分

朝礼・清掃

朝礼・清掃

朝礼・清掃

朝礼・清掃

朝礼・清掃

9:30～10:40

70分

社会人基礎力

総合学習

ビジネスマナー

資格取得

パソコン講義

10:40～10:50

10分

10:50～12:00

70分

ボッチャ

パソコン講義

12:00~13:00

60分

終礼

昼休憩

土

日

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。
午前

開催数

試験日

申込受付期間

休憩

OA実践

総合学習

就労支援

日本語ワープロ検定試験
昼休憩

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）

情報処理技能検定試験（表計算）・（データベース）
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）
文書デザイン検定試験

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）

余暇
プログラム

午後

第129回

休憩(60分)

終礼

13:00～13:50

50分

13:50～14:00

10分

14:00～14:50

50分

14：50～15：00

10分

今月の
カリキュラム
今月は、こんな内容の
授業を行いました。

月・週目標
ワーク

創作活動

リラクゼーション

ワーク

休憩(10分)

パソコン

創作活動

パソコン

パソコン

終礼

科目
ビジネスマナー
社会人基礎力

内容
電話応対

◆お知らせ◆
6/14
6/15
6/20
6/24

できる新入社員になる！

創作活動
ワーク

箸置き
マスク解体

アビリンピック
総合学習
PC 講義

一斉授業
避難訓練
就労セミナー
合同カリキュラム

自律神経と生活サイクル
日本情報処理検定の練習問題

ホームページ作成検定試験
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）

プレゼンテーション作成検定試験
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）

文章入力スピード認定試験（日本語）・（英語）
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）

Contact Us

Passo 岐阜校
岐阜ステーションビル 7F

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。

金
華
橋
通
り

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。

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。

岐阜市シティータワー43

URL : ameblo.jp/passogifu

就労移行支援事業所

パッソ岐阜校

名鉄岐阜駅

JR 岐阜駅

FAX 058-267-6075
MAIL passo@mmg.jp
URL www.mmg-passo.com

TEL 058-267-6078
ADD 〒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

