
８月１０日(水) 趣味を探そうセミナー 
苗字や地名を調べることによって、非常に面白い由来が見えてきました。 

また、興味を持ち好きなものを深く掘り下げると趣味が見つかることに気づきました。 

８月２７日(土) ピアサークル「人生ゲーム」 

 

 

 
 

８月６日(土) ピアサークル 「工作」

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

    

     

    

 

 

   

    

  

      

 

 

     

   

                    

  

  

    

   

        

  

    

  

  

  

    

 

 

    

  

  

   

   

     

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

苗字ランキングを調べました。県内と全国では自分の名字の順位に大きく格差があった

ことに驚きました。(K.K) 

日検合格発表の日。受けられた皆さんはドキドキの瞬間…なんと全員合格が出来ました！ 

諦めないでコツコツと取り組んできた事はとても素晴らしい事です。 

また次のステップアップに向けて頑張っていきましょう！ 

７月 25日(月) 日本情報処理検定合格発表 

職場実習 

ピアサークルでは工作をしました。折り紙で手裏剣や立方体を作り、 

牛乳パックでびっくり箱を作り、皆で楽しい時間を過ごせました。 

今日は人生ゲームをして、楽しい時間を過ごせました。嫌な事、辛いことがずっと続

き、その状況から一旦離れ、ゲームに集中しました。遊んだりして、ストレス発散す

る大切さを改めて感じました。(A.T) 

工作を久しぶりにやって懐かしい気分になれました。折り紙の方は手順通りに折っても

なかなか上手くいかず苦戦しましたが、スタッフさんの助言もありなんとか完成しまし

た。びっくり箱は今回初めて作りました。何枚入れるかによって威力が変わるのは面

白くて、本当は沢山入れたかったのですが断念しました。こういう作業を皆とやるのは

楽しかったし、また機会があれば参加したいです。（T.K） 

２週間、職場体験をして、社会の厳しさを学ぶ事が出来ました。初めて体験する仕事になかな

か慣れず苦労しましたが、作業に慣れていく工程で、一番大切なことは品質管理とルールだと

気づかされました。 

実習先で学んだことを、これからの生活に活かしていきたいです。（T.S） 

 

 

今日のセミナーを聞いて日本で一番多い苗字や美濃国や飛騨国の由来について分か

りました。（T.S） 

令和 4 年 
岐阜校 通算第祝 100 号 就労移行支援事業所：2 1 1 0 1 0 2 2 9 6 

８月５日(金)ハローワークセミナー 

 ハローワーク岐阜の桐野考造様に講義をして頂きました。 

正直、文書デザイン１級が合格するとは思っていなくて「合格でした」と言われた時

に、とても嬉しかったです。文書デザインは、前回受験した際、時間内に全て終わら

せる事が出来なくて、不合格で終わってしまいました。その時にスタッフさんに「再挑

戦してみるのも良いよ」と仰っていただき、もう一度挑戦しようと思いました。練習を

行ったり、自分が少しでもわからない所を仲間やスタッフに聞いて実践してみたり、

なかなか覚えられない事をメモし、合格出来る様に努力しました。その努力が実っ

て、合格出来て本当に嬉しかったです。（H.T） 

今日の人生ゲームはパッソに入ってきた中で一番楽しかった瞬間だったかもしれま

せん。自分は今回制作を勤めさせて頂きましたが、マスをどこに配置するか、カード

の効果をどうするかなど、バランス調整が難しく、あれこれ考えながら作るのは面白

い経験になりました。本番では色々なアクシデントがあったものの、みんなの協力の

お陰で時間内に全員ゴール出来たのは本当に嬉しく思います。またこういう機会が

あったら、制作に参加して、今回の物より良い物を作り上げたいです。(T.H） 

ピアサークルで工作をしました。立方体は久しぶりの折り紙で苦戦しましたが思ったよ

り上手に出来て嬉しかったです。また、初めてびっくり箱を作りました。今まで、仕掛け

られる側ばかりでしたが、自分の思い通りのびっくり箱が作る事が出来て嬉しいで

す。いろんな人にびっくり箱を仕掛けたいと思います。（K.O） 

職場実習があり、実習体験談をインタビューしました。 

ハローワークは岐阜だけでも 10 ヶ所あるという事や、求人票の内容など、初めて知る事が沢

山あり、とてもいい勉強になりました。今回学んだ事を実際に就活する時にも活かしていきた

いです。（S.K） 

私は、ジョブガイダンスを聞いて分からない事を沢山知ることが出来て良かったと思いました。

ハローワークには、今まで行った事はないですが、今後絶対にお世話になるので、どんな所な

のか、何をする所なのかを詳しく知ることが出来て良かったです。(K.O) 

自分はまだハローワークに登録してないので気を付ける事や準備する事が分かって良かった

です。今後、社会で働く為に出来る事は、今のうちにしておきたいと思いました。(K.H) 

名字や地名の成り立ちを調べることで意外なことが分かり面白いと思いました。（Y.I） 

ボリュームたっぷりで時間ギリギリ！？自分達で作ったハラハラドキドキの 

人生ゲーム！みんなで楽しい思い出を作りました。 

人生ゲームをやってみて自分の好きな事を言えたり、人の好きな事を聞けたり、み

んなで盛り上がって楽しむことができたのでよかったです。(T.S) 

びっくり箱 



 

  

  

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

科目 内容 

ビジネスマナー 第一印象が良くなる身だしなみ 

社会人基礎力 できる新入社員になる！ 

創作活動 箸置きづくり 

ワーク マスク解体 

総合学習 グループワーク 

PC講義 日検対策 

◆９月の予定◆ 

9/13  一斉授業 

9/14  岐阜シェイクアウト 

9/16  お坊さんセミナー 

9/17  成年後見人制度セミナー 

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。 

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。 

 

 

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

受付は終了しました 

 

受付は終了しました 
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