
鉛筆持ち方先進県プロジェクト

鉛  筆  支  援
えんぴつしえん

ご入学おめでとうございます
コッコ・サンでは、子どもたちが鉛筆を正しく持つ
ことは、学習に向かう土台づくりになると考えて
います。現在、学校現場でえんぴつを正しく持て
ているのは、全体の約1～2割です。高知県を「え
んぴつ持ち方先進県にする！！」という夢の実現に
賛同し、協力してくださったみなさま方のお力で、
平成27年度高知県下5,821人の新一年生に鉛筆
を届けることができました。子どもたちの新生活
が楽しいものになることを、心から願っています。

株式会社コッコ・サン

保護者のみなさまへ

平成27年度

さんかくえんぴつ「筆育もんちゃん」
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筆育もんちゃん
©きしらまゆこ

正しく持って

学力アップ！



● 青木建設株式会社
● 入交建設株式会社
● 井上石灰工業株式会社
● 医療法人恕泉会内田脳神経外科
● 植田興業株式会社
● 馬路村農業協同組合
● TSUTAYA
● 有限会社NRB
● 尾﨑建設有限会社（伊野駅前）
● 紀和工業株式会社
● 有限会社久保熱錬
● グレース浜すし
● 高知ケーブルテレビ株式会社
● 興洋フリーズ株式会社
● えほんの店コッコ・サン
● さくらベーカリー
● SUNNY MART
● 四国情報管理センター株式会社
● 株式会社四国舞台テレビ照明
● シブヤグループ
● しゅりの里
● 白圡建築工房
● 株式会社シティネット
● セコム高知株式会社
● セコムジャスティック高知株式会社
● 株式会社タナカショク
● 株式会社太陽
● 株式会社田邊建設
● 株式会社タムテック
● 大洋建設株式会社
● 有限会社大国印刷所
● ダイドー・タケナカビバレッジ株式会社

鉛筆持ち方先進県プロジェクトに ご 協賛くださった方々 五十音順・敬称略
平成27年3月23日現在

● 株式会社大進
● 株式会社第一コンサルタンツ
● 株式会社近澤建設
● 有限会社手箱建設
● 株式会社轟組
● サンピアセリーズ
● 都市開発コンサルタント株式会社
● 中土佐ライオンズクラブ
● 西川建設株式会社
● 株式会社日産サティオ高知ちより街テラス店
● ニッポン高度紙工業株式会社
● 野島啓三
● 株式会社日本トリム
● 株式会社西森建設
● ネッツトヨタ南国株式会社
● 幡多信用金庫
● 株式会社バイエルン・オート
● 株式会社フタガミ
● 丸和建設株式会社
● ミタニ建設工業株式会社
● 株式会社ミロクテクノウッド
● 株式会社ミロク製作所
● 明神水産株式会社
● 森のようちえん　もみのき幼稚園
● 有限会社ヤマイチ
● 四電エンジニアリング株式会社アクアクララ四国
● 高知リトルプレイヤーズシアター
● 高知市倫理法人会

上記のほかに、数社の企業・団体・匿名の
個人の方々にご協賛いただきました。



ご入学おめでとうございます。新一年生の みなさんへメッセージをお届けします。

美しい字を書く指
・・・それは宝物。

青木建設株式会社
代表取締役　青木  俊道

「したい！」を、
たくさんの「できた！」に。
TSUTAYA
代表取締役会長　森田  優秀
http://www.sunnymart.co.jp/~will/
index.htm

思い出たくさん作ってね。

入交建設株式会社
代表取締役　谷本  誠

たくさんあそんで、
たくさん学んでください。
有限会社NRB
代表取締役社長　小笠原  忍
ビルをおそうじして、美しくする仕事を
しています。
http://www.nrb-bm.com/

みなさんべんきょうやうんどう、
なんでも一生懸命
がんばってください。
尾﨑建設有限会社（伊野駅前）
代表取締役　尾﨑  博
公共工事はもちろんのこと身近な工事も
お手伝いこじゃんといいモノ創ります。

たくさんのおともだちをつくって、
たのしい時間をすごしてください。
紀和工業株式会社
代表取締役　安宅  正雄
管工事、機械器具設置、水道施設、土木建築工事を営んでおり
ます。安全に確実に早くお客様の満足そして、従業員の満足を
目指してがんばりますので、建物・設備に関すること、ご相談
ください。
http://www.kiwa-k.jp/

それぞれの未来へ。
医療法人恕泉会内田脳神経外科
理事長　内田  泰史
医療で一番大切な「他人への思いやり」
を大切にしたい。
http://uchida.jyosenkai.jp/

いちにちいちにちを、
だいじにしよう。

植田興業株式会社
代表取締役　植田  英喜



ご入学おめでとうございます。新一年生の みなさんへメッセージをお届けします。

いっぱいあそんで、
いっぱいべんきょうしてください。

有限会社久保熱錬
代表取締役　久保  淳二朗

あたらしいことにチャレンジして、
「ひとりでできる！」
をたのしもう！
SUNNY MART
代表取締役社長　中村  彰宏
子ども達の成長を地域とともに応援する
企業です。
http://www.sunnymart.co.jp/

げんきに学んでくださいね。
グレース浜すし
代表取締役社長　浜田  英城
http://hamasushi.jp/

にっこりえがおで、げんきなこどもになろうね。
四国情報管理センター株式会社
代表取締役社長　中城  一
様々な分野において、お客様の仕事を支
えるためのシステム開発や環境構築を総
合的に手掛けています。
http://www.jokan.co.jp

ごにゅうがくおめでとう。
たくさんべんきょうして、たくさんおともだち
をつくってください。
株式会社四国舞台テレビ照明
代表取締役　林  光政
様々な演出空間に、最高のデザインを！
http://www.shikokubutai.co.jp

文字にはおもいをこめて。
シブヤグループ
澁谷食品株式会社
株式会社ポテトシブヤ
有限会社ヤゴローフーズ
芋舗芋屋金次郎
代表取締役社長　澁谷  伸一
おいしさは大地から
従業員の働く幸せづくりを追求している会社です。
http://www.shibuya-foods.co.jp/index.html

たくさんのお友達と仲良く、いろいろな
ワクワクすることを楽しんでください。
興洋フリーズ株式会社
代表取締役　高橋  哲
弊社は OEM・ＰＢ加工が得意な会社です。
他店舗と差別化した商品を探している、手
持ちの原料を加工して欲しいなど、お客さ
まと一緒に商品づくりをする会社です。
http://ko-yo-freeze.co.jp/

えんぴつを使って、
いろんなチャレンジをしてくださいね。
さくらベーカリー
明神  充
さくらベーカリーは、美味しくって安心
なパンをお届けします。
http://www.sakurabakery.com



ご入学おめでとうございます。新一年生の みなさんへメッセージをお届けします。

にゅうがくおめでとう！！
しゅりの里
鶏と生活を共にすることで分かること
がある。鶏と会話をすることで繋がる
ことがある。おいしい卵は、鶏と私た
ちとの絆のしるし。
http://www.shurinosato.com/

楽しくお勉強して下さい。
株式会社タナカショク
代表取締役社長　田中  幸彦
㈱タナカショクは、皆様により多くの『安
心とおいしさ』を提供させていただきます。
http://www.tanakashoku.jp/

大きな声であいさつしよう！
白圡建築工房
棟梁　白圡  圭志

ご入学おめでとうございます。皆さんはいっぱい
遊んで、いっぱい勉強して、いっぱいお友達を作
ることがお仕事です。皆さんの健やかなご成長
とご家族皆様のご多幸をお祈り致します。
株式会社田邊建設
取締役会長　田邊  聖
http://www.shimanto.tv/tanabe/

えんぴつの持ち方覚えてネ！
株式会社タムテック
代表取締役　田村  繁夫
シミ・雨漏りでお困りの方、タムテック
へご相談ください。

君たちにはたくさんの可能性があります。
いろんなことに思いっきり
チャレンジしてください!!
ダイドー・タケナカビバレッジ
株式会社
代表取締役　竹中  幸市

にゅうがくおめでとう！！
いっぱいべんきょうしたり、たくさんおともだち
をつくって、いっぱいあそんでね。
株式会社シティネット
代表取締役社長　渡邊  基文
株式会社シティネットは、高知県の文化、
観光、商工業、医療、子育てなどの情報
発信をお手伝いしています。
http://www.city-net.jp/

大きな声であいさつができる子になってください。
セコム高知株式会社
セコムジャスティック高知株式会社
代表取締役社長　岩井  俊二
GPS 能を持つ『ココセコム』があれば、
お子様やご高齢者の皆様を見守ります。
緊急時にはセコムが駆けつけます。暮ら
しの安全安心はセコムにおまかせ。
http://secom-kochi.co.jp



ご入学おめでとうございます。新一年生の みなさんへメッセージをお届けします。

たくさんの
ワクワクと出会ってください。
株式会社大進
代表取締役社長　三宅  弘晃
害虫・害獣駆除はお任せください！
http://www.daishin8.co.jp/

おともだちをたくさんつくって、
いろんなことにチャレンジしてください。
株式会社轟組／サンピアセリーズ
代表取締役社長　吉村  文次
株式会社轟組　 　　HP アドレス：www.todoroki.co.jp
サンピアセリーズ　HP アドレス：www.chres.jp

いっぱいべんきょうし、いっぱいあそんで、
おともだちをたくさんつくってね。
株式会社第一コンサルタンツ
代表取締役社長　右城  猛
私たちは高知を地震から守り、高知のイ
ンフラを守り、高知のコミュニティを守
り、高知を元気にします。
http://www.daiichi-consul.com/

たのしくべんきょう
してくださいね。

都市開発
コンサルタント株式会社
代表取締役　久保田  明

もんちゃんえんぴつを
正しく持って、みんなで
楽しく勉強してください。

中土佐ライオンズクラブ

たくさんの未来が
あなたをまっている！
西川建設株式会社
代表取締役社長　西川  健二
郷土を拓く：故郷保全企業
http://www.nishigawa.net/

笑顔できちんと
あいさつをしよう。!(^^)!

株式会社近澤建設
代表取締役　近澤  栄二
http://wwb.jp/chikazawa/

明るく元気にごあいさつ。
おはよう！またね！ありがとう！
有限会社手箱建設
代表取締役　山本  周児



ご入学おめでとうございます。新一年生の みなさんへメッセージをお届けします。

なかよくたのしく
べんきょうしてください。
野島  啓三
農業でニラをつくっています。

もんちゃんとニコニコ広がれ筆育の輪！
シボレー高知
株式会社バイエルン・オート
代表取締役社長　山本  展央
信頼の輸入車ディーラーとして 28 年
高知の子供たちの「夢の実現」をお手伝
いさせてください！
http://www.bayernauto.com/

このえんぴつで、みなさんの
夢を描いてみてください。
株式会社日本トリム
代表取締役社長　森澤  紳勝
日本トリムは、快適で健康なヒューマン
ライフの創造に貢献しています。

たくさんまなんで、
たくさんあそんでください。
株式会社フタガミ
代表取締役会長　二神  昌彦
http://www.futagami.co.jp

ご入学おめでとうございます。
このえんぴつで自分の夢をえがいてみてください。
丸和建設株式会社
代表取締役　佃  久幸
女性設計士ならではの女性の目線とアイデアで
家族がつながる温かい空間造りのお手伝いをさ
せて頂いております。丸和建設だから出来る快
適な住まいづくりを一緒にしてみませんか？
http://www.maruwa.biz/

日本で最初に鉛筆を使ったのは徳川家康、
『書く』ことをつうじて、物、道具の大切さも
学んでくださいね。
ミタニ建設工業株式会社
代表取締役社長　三谷  剛平
土木、建築、舗装を中心とした総合建設
業です。地域に安全と安心な暮らしをお
届けして今年で 45 年、これからも地域に
根ざした企業として歩んでいきます。

元気にたのしく
べんきょうしてくださいね。
株式会社西森建設
代表取締役　西森  鶴

先生のはなしをよく聞いて、
いろんなことをいっぱい
おぼえてください。
ネッツトヨタ南国株式会社
代表取締役社長　前田  穰
http://www.vistanet.co.jp/

シボレー高知



ご入学おめでとうございます。新一年生の みなさんへメッセージをお届けします。

おともだちをたくさんつくって、
まいにちたのしく学校へいこうね!
株式会社ミロクテクノウッド
代表取締役社長　片山  弘紀
南国市で高知県産の「竹」を使って高級
車 “ レクサス ” のハンドルを作っている会
社です。
http://www.miroku-jp.com/

いっぱい勉強して下さい。

有限会社ヤマイチ
代表取締役　竹﨑  肇

勉強も遊びも楽しく明るくガンバッテください。
株式会社ミロク製作所
代表取締役社長　弥勒  美彦
国内ナンバーワン銃砲メーカー。美しさや機能、耐久性、そし
て安全性など多様な要求に応えるために、頑固なまでに真面目
に、そして誇りを持ってモノづくりに取り組んでいくこと。そ
れが、私たちミロクグループの基本理念です。
http://www.miroku-jp.com/

おともだちをこじゃんち
つくってね。
四電エンジニアリング株式会社
アクアクララ四国
ボトルペンギンのチャプリン君
お届けします。あんしん・おいしいお水！
アクアクララは、確かな品質と健やかな毎
日をお約束します。
http://www.aquaclara-shikoku.jp/

ワクワク、イキイキ、元気が1番！！
高知リトルプレイヤーズシアター
田村  千賀
3 才〜高 3 までの子供達を対象に、歌、踊り、
芝居を通して共に感じ、共に生きる体験の
場を提供しています。感じて動いて感動す
る、そんな時間のつみ重ねが幸せにつなが
ると信じています。あなたも一緒に感動体
験してみませんか？
http://www.k-little.com/

夢を見つけてくださいね!
高知市倫理法人会
会長　東村  英幸
高知市倫理法人会は、経営者自らが自己改革をし企業、家庭の
繁栄を目指します。主な活動として週 1 回の「モーニングセミ
ナー」月 1 回の「経営者の集い」「清掃活動」を実施しています。
http://www.rinri-kochi.jp

たくさん友達を作って
勉強をがんばってください。
明神水産株式会社
代表取締役社長　明神  正一
一本釣り藁焼き鰹たたき
http://myojinsuisan.com/

えんぴつを
うつくしくもちましょう。
森のようちえん  もみのき幼稚園
園長　内田  悦行
自然の中での体験を通じて、子ども達の
五感を育てます！
http://mominoki-y.com/



ご入学おめでとうございます。

まいにち
まほうのじゅもんをとなえてね！

まいにち
まほうのじゅもんをとなえてね！

まいにち
まほうのじゅもんをとなえてね！

えんぴつをただしく持つとつかれないよ。
もんちゃんえんぴつで、
たのしくべんきょうしてね。
えほんの店コッコ・サン
代表取締役　森本  ちか
もんちゃんえんぴつを開発した会社です。
学校図書館を楽しくするお仕事をしてい
ます。


