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☆ 新しいお仕事、始まりました ☆
・・・・4 月から新しい施設外就労が 2 つ増えました。
香林坊のビル清掃と水産加工会社での軽作業です。
・・・・

◎香林坊のビル清掃◎
香林坊のビル清掃は週 3 回、3 階から 1 階までの
トイレ、階段、廊下などの清掃を行っています。

◎水産加工会社での軽作業◎
水産加工会社では、水産食品のパック詰めやシ
ール貼り、箱折りなどの作業を行っています。

今までの現場もあわせ、これからもよりいっそう気を抜かずに、頑張りたいと思います。

☆ 就職した先輩たちからのメッセージ ☆
えがお工房 8 たんとでは、就労し巣立っていったみなさんのもとを定期的に訪問し、職場
での様子を拝見したり、現在の状況や悩みごとなどをお聞きしたりしています。今回はその
機会を利用し、元気に仕事に励んでいる先輩たちにインタビューをしてきました。先輩たち
の声をお聞きください。

こたじろう さん（H28.４就職 大手通信会社）
① 施設外就労での実習のおかげで、質問等をして
も良いタイミングを見極めることができた。声
の掛け方にも気を使えるようになった。
② 気を使って頂いていることが何より嬉しい。
座席に名前が入った。
③ 仕事での話はよくするが、まだ雑談できる時間
が無い。
④ 先生方の指導やアドバイスをよく聞いて、ゆっ
くり考えること。
気持ちが先走ることが有るかもしれないけれ
ど、焦らないこと。

先輩に聞きました！
① たんとで学んだことはお仕事に活かされていますか？
（PC 操作やマナー等）
② 仕事をしていく中で嬉しかったことはなんですか？
（褒められたこと）お礼を言われたこと等
③ 職場の人とお話ししますか？どんな話をされますか？
（どんなふうに関わっているか）
④ 先輩からのエール、激励、一言アドバイス。

H.Y.さん（H27.10 就職 販売流通業）
① Word や Excel で学んだ特殊な打
ち込みが必要な時に、思いだして対
応できるようになった。
② 給料を貰ったこと。
自分の給料で洋服を買ったこと
③ 天気の話、食事処の話
④ 頑張って勉強してください

今後も先輩たちの声をお届け
します。お楽しみに！

メタメタさん（H28.2 就職 中古車販売会社）
① PC を学んでいましたが、
仕事は全て現場なので
活用できていない
② 取引が難しい仕事を他の職員と力を合わせて
成功させることができた
③ 他愛のない話
④ PC を学んでいる方へ、試験に合格したら次の
ステップへ。もっと上を目指してください
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僕が 5 月のゴールデンウィーク中にしたい事
は映画館に行って映画を一日で 2 本ずつ観る事
です。一日目に「ちはやふる～上の句～」と「暗
殺教室卒業編」を観ます。一日目にこれらを観た
い理由は、漫画の作品が映画になって実写化され
た作品を観るのが大好きだからです。一番最初に
実写化されて初めて観た作品は有村架純さんと
福士蒼汰さんが出演していた「ストロボ・エッジ」
です。それを観てから映画を観るのが好きにな
り、以降はアニメ映画や海外映画も観るのが多
く、趣味は一人で映画を観る事です。二日目には
「あやしい彼女（出演：多部未華子）」と「蜜の
あわれ（出演：二階堂ふみ）」を観に行き、三日
目にはアニメ「名探偵コナン」を観て楽しんだ後
は、ゆったりとした休みをとってリフレッシュな
気分を感じてみたいです。
それから、5 月 21 日土曜日に８
たんとの講座を受けるというプラ
ンを計画する予定です。思う存分遊
んだら将来の事も考えようと思い
ます。
（lucky star）

僕がゴールデンウィークにしたいことは、福井
恐竜博物館に行くことです。どうして福井恐竜博
物館かというと、恐竜がとても好きだからです。
いろいろな恐竜の骨を見られて、恐竜だけじゃな
く人間の骨も見られて、とてもびっくりします。
福井恐竜博物館は 2 回見に行ってるのですが、2
回とも音声ガイドを買っていません。だから、3 回
目は音声ガイドを買って、聴きながらまわりたい
と思います。他には売店に行っておかしを買って、
できればレストランで何かを食べたいです。もし
レストランは人でいっぱいだったら違うお店でご
飯を食べたいと思います。
他には、名探偵コナンの新しい映画を観たいと
思っています。4 月は名探偵コナンの映画の日な
ので凄く楽しみです。名探偵コナンのマンガはか
なり持っているので好きです。
（Kurou）

もうすぐ連休が来ます。僕のしたい事は、ウォー
キングです。
一日に 6 万歩を歩きたいと思います。
5 万歩までなら歩いたことがあるのです。時間は
7 時間かかり、距離は 32km でした。5 万歩歩い
たときに通りすがりで兼六園を観光しました。無
料でしたのですごくきれいでした。その時は桜も
咲いていました。また、ついでに観光をしたいと
思います。
連休のときに咲いている花はなんだろうかと思
います。現在、タンポポが咲いています。タンポポ
は力づよいです。アスファルトをつきぬけて咲い
ているものもありますから。連休に 6 万歩を歩い
ている時、どんな花が咲いているか楽しみです。
（M.A.）

マンガ喫茶に行きたいです。一つは片町にあっ
て、周りに飲食店やゲームなどの店もあり、利便
性が良いです。
もう一つは駅西にあって、周りに飲食店やゲー
ムなどの店が少なく、利便性が、住宅街や片町な
どの町に比べると少し劣ります。しかし、駅西の
マンガ喫茶「フリークス」では、中で食事を注文で
きるし、カラオケやゲームも出来ます。
それぞれ良いところ、悪いところがあり、どちら
にも行きやすい所に住んでいた場合、好みに合わ
せたほうが良いです。
（ジーク）
僕はゴールデンウィークに次の三つのことがし
たいです。一つ目は部屋のそうじ、二つ目は家で
ゴロゴロすること、三つ目はゲームです。 （I.R.）

4 月 6 日より、新しく「ビジネス基本講座」がスタートしました。この
講座は、ビジネスで必要となる基本的なマナーやルールなどを実践的に学
ぶものです。これまでも「キャリア・マナー講座」で学んできましたが、今
回独立した講座として実施することになりました。講師は企業の社員研修
などを専門とされている、奥野肇先生。
決められた時間で簡潔に伝えるスピーチ練習、相手の話をしっかりと聞
く傾聴の練習、名刺交換の練習など、みなさん苦労しながらもしっかりと取
り組んでいます。
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by 文書作成講座
私は、ゴールデンウィークの間、日中の内に部屋
の掃除をしてしまいたいと考えています。具体的
な掃除をする箇所としては、リビング、結露によ
り汚くなった窓と窓際、風呂場の排水口です。ま
た、挙げられている順に、リビング、窓、風呂場の
排水口という風にやっていきたいと考えていま
す。
まず、リビングの掃除の仕方は、分類をしてその
分類ごとに散らかったモノを片付けるという方法
です。実家に持ち帰るモノ、捨ててしまうモノに
分けます。
次に、窓は、汚れを除菌シートで拭き取った後、
そこに結露防止シートを敷きます。この結露防止
シートにより、結露による汚れの発生を防ぎ、汚
れの再発を防止します。
最後に、風呂場の排水口は、排水口そのものを新
しく取り替えてしまいます。お金は必要になりま
すが、時間と気持ちの面で効率的です。このよう
に、効率的に素早く掃除をする事で連休明けを綺
麗な部屋で迎えたいです。
（M.S.）

今年は長い方で４月２９日から５月８日までゴ
ールデンウィークがあります。僕は５月２日と６
日は８たんとがあるので、残念ながらそこに通わ
なくてはいけません。
親も同伴して海かいけに行き、アジ、ブラックバ
スを狙いたいです。そのために、アジはエサ釣り
で仕掛とエサ、バスはルアーを買わなくてはいけ
ません。行く場所も、僕は港などのすぐに水深が
あるところしか行けません。一応、投釣りは可能
ですが、投げる距離が数メートルしかないです。
しかもフィッシュランド隣の池はバスを飼育して
いるところなので、釣をするとなるとやはりお金
がかかってしまいます。
でも、海も池も僕が一番に釣果を出しています。
最近行ったバス釣りは、僕が６匹、父が４匹程度、
アジ釣りはアジの他にスズキの子、ハネを釣りま
した。
次に行った時はおそらく釣果はすさまじいと思
っています。でも、ゴールデンウィークに行くと
なると、水温はそれほど上がってはいないので、
行くのもやめにするかもしれません。 （W.N.）
ゴールデンウィークに私は、家で寝たり、飼って
いる猫と遊んだり、夜ふかしをしたりしたいです。
何故なら元々、外出と人混みが苦手だからです。
ゴールデンウィークとなると、どこも混雑してい
そうなので、なおさら外出する気が起きません。
だから、家でのんびり過ごすことにします。
（M.H.）

私の私による私のための模様替えを、ゴールデ
ンウィークが終わるまでにしたいです。自宅の自
室は現在「白」と「ピンク」が基調になっているの
ですが、
「青」を基調に変更させたいです。洋服ダ
ンスとマットと布団カバーがピンクです。ピンク
から青に変えるために、助言もあって、洋服ダン
スは布を貼って、マットと布団カバーは買い替え
る予定です。部屋を快適に、自己満足のために、青
を基調に変えます。
なぜ最初から青じゃないのかというと、１０年
間ピンクに浮気をしていたからです。私にとって
青は、見ているだけで心が踊り、トキメキ、うっと
りする色。そして一方、男前な性格の私にとって
ピンクは、そこそこ好きな色です。でも、１０年間
どこがよくて好きだったのか分かりません。もし
かしたら、女性らしくなりたくて好きだったのか
もしれない。ただ、浮気をしていた１０年、精神
（ココロ）は落ち着きがなかったです。こんなこ
となら、浮気なんてするんじゃなかった！！と激
しく後悔しています。
（Y.N..）

私はゴールデンウィークに、自分の部屋と玄関
と茶の間の掃除、そしてパソコンの勉強をしよう
と思っています。
部屋も茶の間も玄関もそんなに汚くないけど綺
麗にして、断捨離をしたいです。主に漫画や、語学
のＣＤとＤＶＤ、テキストを片付けようと思って
います。捨てるのはもったいないので売りに出す
予定です。でも語学のテキストは捨てずに、年度
別、言語別に並べて本棚に置くつもりです。
パソコンの勉強は、この間、日商ＰＣ検定が終わ
ったので、新しいことに挑戦しようと思っていま
す。８たんとでも勉強し、家でも勉強しようと考
えています。部屋が綺麗でないと集中できないの
で、部屋の掃除が終わってから勉強します。
家の中を綺麗にしないと何も始まりませんが、
頑張って綺麗に掃除をして、幸せを呼び込もうと
思います。
（タックス大好き♡）
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2016 年度も好スタート！
えがお工房 8 たんと は P 検（ICT プロフィシエンシー試験）
、日商 PC 検定の公認試験会場です。これまで
も多数の方が両試験に合格されています。
新年度 最初の試験は 4 月 15 日 2 名の方が受験。それぞれデータ活用 3 級、データ活用 2 級にそれぞれ
合格。お二人ともそれぞれの級で以前に文書作成、プレゼンテーション資料作成、2 科目に合格していたので、
今回で 3 科目制覇です。今回は、2 級 3 科目制覇した Y.N.さんが、文書作成講座で合格体験記を書いて下さ
いましたので紹介します。

         合格体験記         
ことが原因です。
１つのテキストを何度も繰り返して完璧にする
笠木メソッドは最強です。おかげで日商ＰＣ検定
２級の３科目制覇はできました。ありがとうござ
います！！
（Y.N.）

昨年の１０月にＰ検２級に合格してから、まず
日商ＰＣ検定プレゼンテーション２級の勉強を始
めました。Ｐ検２級と少し内容がかぶっていたの
もあって合格できました。続いて日商ＰＣ検定文
書作成２級。こちらは、２回目で合格。ギリギリで

※※ 2015 年度までの合格者数 ※※
◆日商 PC 検定
3級
2級
文書作成
2名
2名
データ活用
2名
2名
プレゼンテーション
4名
1名
◆P 検（ICT プロフィシエンシー試験）
4級
2名
3級
7名
準2級
13 名
2級
5名

した。そして、最近、合格した日商ＰＣ検定データ
活用２級。こちらも２回目での合格でした。
なぜ２回受検することになったかを自己分析す
ると、問題をしっかり読まず、勝手に決めつけて回
答したこと、そして、見直しをしなかったこと、そ
れと勉強不足があったからです。完璧だと思える
ほどになっていないのに、７割くらいできるよう
になって、できるようになった気がして受検した

次回 P 検・日商 PC 試験日程
2016 年 5

月 13 日（金）

Web でも情報発信中！一般社団法人えがお工房８Web メディア
公式サイト：http://egaokobo8.com/
Facebook ページ：http://www.facebook.com/egaokobo8/
Yahoo!ストア：http://store.shopping.yahoo.co.jp/egaokobo8tanto/
Twitter：https://twitter.com/smile8tweet/
～

スマイル・ルール

No.24

～

「できる」ようになる
朝は「おはようございます」とあいさつをしまし
ょう。名前を呼ばれたら「はい」と返事をしましょ
う。失敗した時には「ごめんなさい」と謝りましょ
う。
みなさんも幼い頃から何度も教えられましたね。
こんな当たり前と思われることでも、あなたは実際
にできているでしょうか。
知っていても言えなければ「そんなことも知らな
いんだ」とか「そんなことも言えない失礼な人だ」
と思われてしまいます。
掃除にしても、掃除のやり方は知っていても、い
ざやってみるとうまくできないという経験がある
人も多いと思います。

☆体験会・見学会のご案内 ☆
就労移行支援 えがお工房８たんと

5 月 24 日(火)～ 27 日(金)
就労継続支援 A 型 えがお工房８クリーン

5 月 25 日

これから仕事に就くと覚えることがたくさんあ
ります。
まずは忘れないようにインプットしてくださ
い。そして次はアウトプットです。教わったことは
「ふぅ～ん」で終わらせず「ではやってみます」と
答えて、すぐに行動してください。
初めはできなくても、あきらめずにやり続ける
ことで、できることが増えていきます。
「できる」ようになると
自分も楽しく、仲間からも感謝され、
お給料もいただけるなんて、
一石三鳥(?!) ですね。
スタッフ haha
■編集後記■
おかげさまで、記事が多く集まりすべては掲載できず、嬉しい
悲鳴をあげております。今回の紙面に掲載できなかった記事は
ブログに掲載しています。ぜひ、PC やスマホでご覧ください。
URL は、http://egaokobo8.com/blog/ あるいは
「えがお工房 8」で検索してみて下さい。
（Pooh）
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