
○児童数  ３名         

○学級数  ２ 

○教職員数 ３名 

○開校１０７周年（平成２５年１２月１日現在） 
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                   ◎学校教育目標 

                    ・よく考える子（基礎的・基本的な資質・能力を身に付けます） 

                    ・あいさつのできる子（豊かな心、豊かな感性を育みます） 

                    ・からだをきたえる子（健やかな心身を育みます） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆入学説明会→平成２６年１月２７日（月）１３：１０より（１／２４までにご連絡ください） 

        ※馬場川小学校：８７－２０８１（当日、ご都合悪ければご相談ください）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

馬場川小学校（特認校）で一緒に楽しく学び合いましょう 

馬場川小学校はこんな学校です 

 

今年の取組 

①学力向上への取組 

 ・学力テストの結果を詳しく分析し、子どもたちの学力の変容を的確にとらえます。 

 ・少人数だからこそできる個別指導に力を入れています。 

②豊かな体験活動の実施 

 ・周囲の自然に思う存分ふれながら田畑での栽培活動に取り組み、１１月の収穫祭でその恵みを地域の皆さんと分け合います。 

 ・思いやりの心を育むために、三杉荘訪問を行い、おじいちゃんやおばあちゃん方と交流を図っています。 

③年間を通した体力づくり 

 ・春から、マラソン、一輪車乗り、縄跳び、スキーなどを計画的に行い、年間を通して体力づくりに取り組んでいます。 

④発表力の育成 

 ・全校集会では、定期的に学年ごとに発表をしています。また、夏季・冬季休業後に自由研究発表会を行い、全員が地域の方々

の前で説明をしています。（保護者や地域の方からたくさん質問や意見が出され、とても活気のある発表会です。） 

⑤地域と一体となった運動会・学習発表会 

 ・大きな学校行事には地域の多くの方々が協力してくれます。運動会後にはみんなでジンギスカンを食べています。学習発表

会後には地域の農畜産物の販売を行い、多くの方々に好評を得ています。また、保護者・地域の方たちで構成される合唱隊

「大里ゴスペラーズ」の発表も演目に花を添えています。 

⑥交流学習 

 ・瀬棚小学校とも低・中・高学年単位でそれぞれ交流学習を行い、多人数で学習する機会を設定しています。また、せたな町

複式校が一堂に会し交流を深める「海の遠足」なども実施しています。 

●保護者の声 

・地域の人たちとかかわる機会を多くもてることがすばらしいです。 

・少人数なので、一人一人がしっかりと役割を果たさなければならない場面も多く、好きなことで大

いに輝き、苦手なことからは逃げも隠れもできない環境なので、乗り越えるために自然にスキルア

ップされ、強く生きていくことを学んでいます。感謝！ 

・校舎が木をふんだんに活用しているので、とても落ち着いた雰囲気があります。周囲に自然も多い

ですし、騒音も少ないので、集中して学習に取り組める環境がうれしいです。目や耳、そして舌で

四季を感じることができる学校です。 



自然をたっぷり感じて、

働くことを学びます。水

田を借りて米を作ってい

ます。 

 

 

稲作体験活動                          学習の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

馬場川小大運動会                       三杉荘訪問 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

収穫祭  栽培学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    学習発表会                         交流学習 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大里地区みんなが参加して楽

しむ運動会です。午後からは、

焼き肉で更に親睦を深めます。 

 

自分たちが育てた野菜、地

域の食材を中心にして調理

し、お世話になった方に召

し上がっていただきます。 

 

みんなが主役の学習発表会

です。一人何役もこなしなが

ら成長していきます。 

 

地域にある老人ホームを

訪問させていただき、温

かな交流を通して豊かな

心を育みます。 

学校の畑も広く、多くの種

類の野菜を栽培していま

す。今年も、かぼちゃは豊

作。里芋にも挑戦。収穫祭

で「芋の子汁」にしました。 

いの 

瀬棚小学校と一緒に、修学

旅行、宿泊研修、社会科見

学、スキー、音楽、体育等

の学習をしています。 

少人数で、一人ひとりに

合わせたきめ細かな指

導をしています。 







◆『 ペテロの葬列 』    宮部 みゆき 著     (一般書) 
『誰か』『名もなき毒』に続く杉村三郎シリーズ、第 3弾！ 拳銃を持った老人によるバスジャックという事

件に巻き込まれた杉村は、いつしか巨大な悪の渦の中に！ 魂が震える現代ミステリー！！  
 

◆『 Qrosの女 』       誉田 哲也 著      (一般書) 
「週刊キンダイ」芸能記者の矢口慶太は、ＣＭで話題沸騰中の美女「Ｑｒｏｓの女」の正体を探るが、核心

に迫る情報を得られない。ようやくＣＭで彼女と共演した俳優・藤井涼介のネタを仕入れたので、先輩記

者の栗山にサポートしてもらい、藤井の自宅を張り込む。すると「Ｑｒｏｓの女」とおぼしき人物を発見！ 

それは偶然？ それとも仕組まれた罠？ 多くの人間の思惑が交錯し、驚愕の真相へ――。 
 

◆『 赤ヘル 1975 』       重松 清 著       （一般書） 
１９７５年、広島カープ初優勝の年。三年連続最下位だったカープは、開幕十試合を終えて四勝六敗。

まだ誰も奇跡のはじまりに気づいていない頃、やんちゃな野球少年のヤスと新聞記者志望のユキオ

は、東京から引っ越してきた“転校のベテラン”マナブと出会った。マナブは周囲となじもうとするが、広

島は、これまでのどの街とも違っていた―。 
 

◆『 その鏡は嘘をつく 』     薬丸 岳 著      （一般書） 
正義感に溢れ、家庭も顧みみず仕事に没頭する検事・志藤清一。精神的に追い込まれた末の自殺、と

処理されようとしていたエリート医師の案件にストップをかける。志藤の目には、自殺と映らなかった。

周囲の反対を押し切り、ある女性の逮捕に踏み切ろうとするが……。乱歩賞作家・薬丸岳による書き下

ろしミステリー。二転三転する真相の果てに見える、本当の心、とは。 
 

◆『 漁師の愛人 』        森 絵都 著       （一般書） 
妻子持ちとの恋愛の末、漁師町へ移住した紗枝。事実婚など理解されぬ古い町で「二号丸」が居場所

を見つけるまでを描く表題作他４編。 
 

◆『 ジョンマン 青雲編 』    山本 一力 著      (一般書) 
ごっつう遠くにきたもんぜよーー。新しい街、初めての学校。アメリカでの暮らしは、すべてが驚きに満ち

ていた。大好評シリーズ第 4弾、熱狂の新展開！ 
 

◆『 原罪 』           遠藤 武文 著          (一般書) 
３つの死が時の川底から浮上させた驚愕の真実とは？あなたの僕（しもべ）を殺した私を罰してくださ

い。雪中の西洋柩から刺殺体で発見された老人、脳死となって妻に心臓を移植した男、昭和天皇崩御

の日に殺された男─。乱歩賞作家が描く、慟哭の社会派ミステリー！ 2 つの物語が交差するとき、思

いもよらない展開に息を呑む！ 
 

◆『 一期一会 お話１０コつめあわせ 』   マインド・ウェイブ 著  (児童書) 
一期一会シリーズの中から、特に人気のあったお話１０コを集めました。友情、オシャレ、恋…女の子の

あこがれがいっぱい！ 
 

◆『 うどんの うーやん 』      岡田 よしたか 著    (児童書) 
気のいいうどんが大活躍。『ちくわのわーさん』に続くナンセンスシリーズ第２弾。自分で出前に行くうー

やんの珍道中に必笑。 
 

◆『 びんぼうがみじゃ 』        苅田 澄子 著      (児童書) 
あるひぼくのうちにびんぼうがみがやってきた。それからというもの、おみせのおだんごはカチカチにな

るし、おうちもかたむいちゃってさあ、たいへん！！ぼくんちいったいどうなっちゃうのかなあ…。 
 

◆『 トムとジェリーのドッキリ迷路 』    保田 克作 著   (児童書) 
７つの迷路を攻略し、伝説のチーズを手に入れろ。たのしく遊んでたのしく学べる迷路えほん。 

 

 
 



 

 

◆『 原発ホワイトアウト 』         若杉 冽 著    （ 一般書 ）  

キャリア官僚による、リアル告発ノベル! 『三本の矢』を超える問題作、現る!!再稼働が着々と進む原発…し    

かし日本の原発には、国民が知らされていない致命的な欠陥があった!この事実を知らせようと動き始めた  

著者に迫り来る、尾行、嫌がらせ、脅迫…包囲網をかいくぐって国民に原発の危険性を知らせるには、ノン 

フィクション・ノベルを書くしかなかった! 
 

◆『 三陸の海 』        津村 節子 著    （ 一般書 ） 

東日本大震災の日、「私」が新婚の頃に夫と行商の旅をした三陸海岸を、大津波が襲った。もし夫が生きて  

いたら、津波に襲われた愛する三陸の姿を見て、どんなに悲しんだだろう。三陸は故郷ではない。住んだこ 

ともない。でもあの日、津波が襲ったのは、私にとってかけがえのない場所だ―。 
 

◆『 上流階級 富久丸(ふくまる)百貨店外商部 』     高殿 円  著   ( 一般書 ) 

ノルマは月 1500万円!? バイトからのたたきあげが外商部に! お客様からのあらゆる要望に応える百貨店 

の外商部に、バイトからのたたき上げである鮫島静緒が配属された。洋菓子部門などで成果を出してきた 

彼女だが、これまでとは違う世界に戸惑う。 
 

◆『 よるのとしょかん 』     カズノ・コハラ 著     （ 児童書 ） 

よるだけあいているとしょかんではたらいているのは、カリーナと 3わのふくろうたち。としょかんはいつもし 

ずかで、おちついていました。ところが、あるひ…。 
 

◆『 テディ・ロビンソンのたんじょう日 』  ジョーン・Ｇ・ロビンソン 著   （ 児童書 ） 

テディ・ロビンソンは、デボラという女の子のクマのぬいぐるみ。うぬぼれやで、おかしな歌をつくるのがとく 

いです。生まれてはじめてのたんじょう日パーティーで、テディ・ロビンソンは大はしゃぎ。そこで出会った人

形のジャクリーヌをすきになります。 

 

◆『 花のベッドでひるねして 』         よしもと ばなな 著    （一般書） 

主人公の幹は赤ん坊の頃、浜辺でわかめにくるまっているところを拾われた。大平家の家族になった幹

は、亡き祖父が始めた実家のB&Bを手伝いながら暮らしている。美しい自然にかこまれた小さな村で、少し

不思議なところもあるが大好きな家族と、平凡ながら満ち足りた暮らしをしていた幹だったが、ある日、両親

が交通事故に遭ってしまう。   

◆『 花咲小路一丁目の刑事 』          小路 幸也 著     （一般書） 

たくさんのユニークな人々が暮らし、日々大小さまざまな事件が起こる花咲小路商店街。今回の主人公は

「和食処あかさか」を営む祖父母のもとに居候中の若手刑事。死んだはずのおじいさんから手紙が届く よ

うになったラーメン屋さん一家や、本の上にフルーツがひとつずつ置かれるようになった本屋さんからの相

談など、非番の日になると必ず相談ごとを持ちかけられるようになってしまう。 
 

◆『 人間にとって成熟と何か 』         曽野 綾子 著     （一般書） 

人はみな平等に年を取るが、しだいに人生がおもしろくなる人と、不平不満だけが募る人がいる。両者の違

いはいったい何か。「憎む相手からも人は学べる」「諦めることも一つの成熟」「礼を言ってもらいたいくらい

なら、何もしてやらない」「他人を理解することはできない」「人間の心は矛盾を持つ」「正しいことだけをして

生きることはできない」等々、世知辛い世の中を自分らしく生き抜くコツを提言。 
 

◆『 おばけの国の巨大迷路 』            whiteline graphics 著    （児童書） 

怖いおばけが追いかけてくるハラハラドキドキの巨大迷路絵本。迫力満点のボスキャラ出現に大興奮! 怖

いけど楽しい迷路の中から、最終迷路クリアのために必要なアイテムを探し出し、おばけの国から大脱出し

よう。 
 

◆『 金の月のマヤ 黒のエルマニオ（１） 』        田森 庸介 著     （児童書） 

ある日とつぜん異世界<シャドゥイン>へと迷い込んだ、黄昏小学四年生の観月マヤ。彼女がこの世界に呼

ばれたのには、理由があった。マヤは、精霊エルマをあやつる魔法使い<エルマニオ>になり、闇ににおお

われつつあるこの世界を救うという、「救世主」としての使命を負っていたのだ。王立アカデミーに入学し、い

つしかたよりになる友人カルラやミロクと出会い、エルマニオとなるべくエルマの勉強に励むマヤだったが、

あるとき森にある大岩に開いた穴に落ちてしまい、不思議なものを発見する。 
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10:00～12:00、13:00～15:00 13:00～14:30受付（健康センター） 13:00～15:00受付（せたな国保病院）

☎84-5321 巡回診療（耳鼻科） 婦人科診療
＊せたな町立国保病院
【日曜診療当番医】

10:00～12:00、13:00～15:00

26 27

☎82-0221 (三種混合・ヒブ・小児肺炎球菌) 婦人科診療
（せたな町立国保病院ー隣接施設） 13:00～15:00受付（せたな国保病院） 9:00～15:00（せたな国保病院）

眼科診療（予約制）※予定
＊今金町国保病院 予防接種　14：00～14：45受付

【日曜診療当番医】 ※受付はせたな町立国保病院歯科前 10：00～12：00 （はまなす荘）

24

10：00～12：00 （二俣小学校） 13：00～15：30 受付（健康センター） 太櫓健康相談

25

二俣健康相談

13：00～（健康センター）

1歳6か月3歳児健康診査

☎84-5321 ☎84-5321

19 20 21 22 23
10:00～12:00、13:00～15:00 ※急患のみ臨時対応 15：00～15：30　受付 (瀬棚診療所2階) 13:00～15:00受付（せたな国保病院）

せたな町立国保病院 せたな町立国保病院
予防接種（四種混合、ポリオ） 婦人科診療

【日曜診療当番医】 【町内急患当番医】 9：30～11：30　（グリーンパレス） 10:00～12:00（ふれあいプラザ）

北檜山健康相談 ☎84-5111（役場総務課総務係）

※2
【無料】法律・登記相談(予約制)

13:00～15:00受付（せたな国保病院） 9：30～15：30　（健康センター） 14：00～15：00　（ふれあい市場）

12 13 14 15 16

乳幼児健康相談 ふれあい市場直売会初場所
今金町国保病院

17 18
10:00～12:00、13:00～15:00

【日曜診療当番医】

☎82-0221 婦人科診療

巡回診療（皮膚科）
13:00～14:30受付（健康センター）

※1【無料】法律相談(予約制)

５ ６ ７ ８ ９ 10
10：00～12：00

11

☎84-5321　　法律・登記相談
せたな町立国保病院
【休日診療当番医】

婦人科診療
11：00～12：00 受付(せたな国保病院)

４１ ２ ３

　　　北 檜 山 区 行 事 予 定 表  　　  せたな町

日 月 火 水 木 金 土

☎（0138）41-0232（函館弁護士会）

13:00～16:00（ふれあいプラザ）

※１函館弁護士会による無料法律相談

※２函館司法書士会総合相談センター八雲支部による

乳児健診













せたな町立国保病院から

なお、毎週火曜日、木曜日は午後から整形外科は休診しています。

■問い合せ先 ： せたな町立国保病院事務局　　８４‐５３２１

（変更前　午後６時～午後７時３０分）

また、夜間診療も医師の都合により休診となることがあります。

整形外科について

夜間診療の受付時間を変更します

診療日：毎週 火・木曜日

受　 付：午後５時３０分～午後７時



※急患は、いつでも診察いたします。

１（水） ２（木） 　３（金） （土・日）

午前診療 2日当番医

午後診療 10：00～12：00

６（月） ７（火） ８（水） ９（木） １０（金） （土・日）

午前診療 原田・遠藤 原田・小林 遠藤・宮田 原田・小林 遠藤・小林 12日当番医

午後診療 小林 遠藤 原田・宮田 遠藤 原田 10：00～15：00

１３（月） １４（火） １５（水） １６（木） １７（金） （土・日）

午前診療 原田・小林 原田・遠藤 原田・小林 遠藤・斉藤（山の上） 休診

午後診療 遠藤 小林 遠藤 斉藤（山の上）

２０（月） ２１（火） ２２（水） ２３（木） ２４（金） （土・日）

午前診療 原田・遠藤 原田・小林 遠藤・宮田 原田・小林 遠藤・小林 26日当番医

午後診療 小林 遠藤 原田・宮田 遠藤 原田 10：00～15：00

２７（月） ２８（火） ２９（水） ３０（木） ３１（金） （土・日）

午前診療 原田・遠藤 原田・小林 原田・遠藤 原田・小林 小林・森（山の上）

午後診療 小林 遠藤 小林 遠藤 森（山の上）

　◇　整形外科(森院長)の診察日

月 火 水 木 金 土・日

午前診療 診察 診察 診察 診察 診察

午後診療 診察 休診 診察 休診 診察

夜間診療 休診 診察 休診 診察 休診

※森先生不在のため、整形外科１月9日（木）午後・夜間休診、1月10日（金）午前・午後休診となります。

　◆　外科(本郷先生）の診察日

月 火 水 木 金 土・日

午前診療 診察 診察 休診 診察 休診

午後診療 診察 診察 休診 休診 休診
休診

せたな町立国保病院　☎　0137-84-5321

　せたな町立国保病院　１月分内科診療担当医他一覧表（予定）

変更となることもあります

　病院内の掲示板か受付に電話で確認するなどしてください。

　先生の都合により、急きょ変更となることがあります。

確認を

※毎週火・木曜日（受付17:30～19:00まで）夜間診療を行います。また、火・木午後からは休診となります。

休診

休診

休診

休診

休診

休診
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