
 

白神自然学校一ツ森学校 
 

 
 

■施設名 

■旧学校名 

■所在地 

■開設主体 

■設立目的 

 

 

 

■運営主体 

白神自然学校一ツ森学校 

旧一ツ森小学校 

青森県鰺ヶ沢町一ツ森町上禿 88-2 

ＮＰＯ法人白神自然学校一ツ森学校 

自然学校として白神山地の自然を創造的に活用した自然体

験の活動を実施し、ゆとり教育・環境教育のリーダーを養成し、

地元の地域経済振興のために幅広い森林保全作業も行い、

国土の健全な発展に寄与することを目的とする 

ＮＰＯ法人白神自然学校一ツ森学校 

(町より土地・建物を借り受け) 

【経緯】 

１９９７年 白神山地にブナの苗木を植林する活動をスタート。団体名を「白神山地を守る会」と改称、白神ガイド養成講座、白神

エコロジー体験ツアー等を実施する 

２００２年 町とのパートナー事業として「白神山地ブナ植樹フェスタ in 赤石川」実行委員会をつくり、全国に呼びかけた第一回植

樹祭を実施する(以後、毎年一回開催) 

２００３年 3 月 一ツ森小学校閉校 

4 月 行政より当時二校が廃校になるので活用できないかという話しを受け、町よりの一ツ森小学校を借り受ける 

10 月 ＮＰＯ法人白神自然学校一ツ森校を設立し、自然学校を開校する 

２００６年 3 月 白神自然学校首都圏倶楽部を発足 

２０１１年 12 月 仙台市青葉区に白神自然学校仙台事務所を開設 

 

【事業(活動)概要】 

■事業(活動)内容 

●白神山地の自然体験の実施(自然体験ツアー[青沼マタギ小屋宿泊/青沼と遺伝資源保存林散策/天狗岳トレッキングと十二湖

青池周辺を歩く/赤石渓流線周辺でのきのこ狩り/マタギとスノーシューを履いて歩く雪山/鰺ヶ沢スキー場でスキーを滑り白神の雪山を

歩く/春山の雪山歩き観察]、夏休みこども木育体験ツアー、生産地訪問・ふるさとモニターツアー、北国の遊び体験) 

●白神山地の有効活用のための地元講師育成活動 ●白神山地エコロジー体験のプログラム開発  

●人材養成講座並びにガイド養成講座の実施 ●グリーン・ツーリズムの推進 ●自然教育のための木工製品の開発  

●自然公園のガイド及び環境の整備  

●森林の整備事業並びに広葉樹の育林事業(植樹祭「白神山地ブナ植樹フェスタ in 赤石川」の開催) 

●イベント等開催(第 1 回津軽半島環境サミット、白神物語-しらかみからのおくりもの写真展/仙台市) 

●農家レストランしらかみの営業  

●商品開発(白神の香プロジェクト事業ワークショップ、アロマオイル白神物語-白神の香り、くろもじ茶、しらかみ手作りクッキー) 

 

■利用実績/2012 年度 

●年間施設利用者数 1,862 人(うち宿泊者数 147 人) 

 

 
自然体験ツアー 自然体験ツアー 木育体験ツアー 子どもたち宿泊体験 

 
生産地訪問モニターツアー 白神山地ブナ植樹フェスタ in 赤石川 第 1 回津軽半島環境サミット しらかみからのおくりもの写真展/仙台市

 
しらかみグリーンカレー 白神御膳 白神の香プロジェクト事業 アロマオイル白神物語 

  



 

白神自然学校一ツ森学校 
 

 
 

見取り図(校舎) 
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[施設(校舎)木造平屋建て/931 ㎡] [整備改修：約 5,000 千円/ＮＰＯ法人白神自然学校一ツ森学校] 

 

 
廊下 農家レストランしらかみ ブナ教室 

 
図書室 

 
 山菜教室 木工室 宿泊室 
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