2017 年 5 月号
AJWCEF をご支援いただいている皆様へ
オーストラリア日本野生動物保護教育財団
理事長 水野 哲男
平素より AJWCEF の環境、野生動物保護活動及び啓発活動にご理解とご支援を賜り誠にありがとうございます。
皆様は RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, 王立動物虐待防止
協会) についてお聞きになられたことはありますか。この組織は 1824 年にイギリス
のロンドンで設立された非営利団体で、日本の保健所と動物愛護センターを合わせ
たような機能も持った組織です。虐待を受けている動物を保護したり、何らかの原
因で飼育できなくなった動物を引き取り、治療やリハ
ＲＳＰＣＡ

アニマルキャンパス

ビリを施し、その動物に適した新しい飼い主を探す活

動を主に行っています。ただ、この組織は日本の保健所と出発点や設立主旨が根本
的に異なります。それは、保健所が人間社会の安全を確保するため野犬や野良猫を
収容することが主目的であることに比べ、RSPCA は動物を人からの虐待から守るため

レスキューを行なう救急車

に設立されているからです。
RSPCA の施設は各地にありますが、中には、動物を収容する快適な施設はもちろんの
こと、動物虐待の知らせを受けるコールセンター、動物養子縁組センター、動物の問
題行動矯正トレーニングセンター（新しい飼い主に引き取られるにあたり問題になる
ような行動をトレーニングにより改善するため）
、ペット専門病院、野生動物専門病院、
動物専門救急車配送センター、動物虐待調査官事務所などが完備され、犬や猫に限ら
ず、馬、豚、牛、ヒツジ、鶏などの家畜や、蛇、トカゲ、亀などの爬虫類、カエルな
新しい飼い主を待つ仔猫

どの両生類までさまざまな動物が収容され新しい飼い主との出会いを待っています。こ

れらの施設は大変明るく、カフェも併設されており、学校帰りの子供や、週末にはピクニックを兼ねて訪れる家
族連れでにぎわいます。この施設が明るい雰囲気を持つ大きな理由は、日本の保健所などと異なり、収容されて
いる動物が特別な理由（例えば重度の疾患により瀕死状態で収容され、生存させることが苦痛を伴うのみと診断
されたような場合の慈悲による安楽処置など）なく安楽死されることがないからだと思われます。ここで収容し
きれなくなった動物たちは、外部のボランティアのケアラーが一時的に引き取り、1 年でも 2 年でも飼い主を探
します。養子縁組の場合は動物と引き取り手の相性が調査され、さらに引き取り
手が適切な飼育ができるか否かチェックされます。
驚くことにこの組織はほとん
ど政府からの補助を受けず、一般や企業からの募金のみで運営されています。
AJWCEF は、トレーニングコースやスタディーツアー時にここを訪問し、参加者
の皆様に活動の実際をお見せするとともに、組織への募金も行っております。こ
のように AJWCEF は環境、野生動物保護の分野を通じ、広く社会に貢献してまい
ります。どうか皆様の末永いご支援をお願い申し上げます。

スタディツアーでのセミナーの様子

～野生動物と交通事故～
都市化による生息地の喪失によって多くの生物が脅威にさられています。住む場所や食料を失うといった
直接的な影響ばかりではなく、道路や線路などによって生息地が断片化される事によっても、交通事故と
いう大きな被害が起きています。

大きな影響を受けている生物の一つにヒクイドリ（Southern
Cassowarry）という希少な鳥がいます。彼らは、エミューに
次いでオーストラリアで二番目に大きな飛べない鳥です。
クイーンズランド州北東部の熱帯雨林に生息し、鮮やかな
青い首と赤い肉垂はとても美しく、デイビッドフレイ野生
動物公園でも多くの訪問者を魅了しています。
彼らは種子散布者であり、雨林の生物多様性を維持するた
めに非常に重要な生物です。彼らは238種類の植物を食べる
といわれ、大きな果実も丸呑みできる雨林で唯一の生物で
す。果肉だけが消化され、種子は消化器官を通って排出さ
れます。中にはヒクイドリの消化管を通過しなければ発芽しない植物もあります。また、雨林の数少ない
種子散布者の中でも、広範囲に散布できるのはヒクイドリだけであり、雨林とそこに生息する生物の生存
はヒクイドリにかかっているとも言えます。

しかし、このように雨林の生物多様性の鍵として保護の必要性が非常に高
いとされる彼らですら、残念ながらオーストラリアでは絶滅危惧種として
登録されています。野生の生息数はわずか約2000羽と考えられており、最
も高い密度で生息すると言われているカソワリ（ヒクイドリ）コーストと
名づけられたミッションビーチで交通事故が多発しています。特に死亡事
故が多いエリアでは、制限速度が時速100㎞から80㎞まで下げられました。
また、運転手たちに速度を落とすよう注意を呼び掛ける「ヒクイドリ横断」
の標識も多く設置されていますが、あまりうまく機能していないと言われ
ています。クイーンズランド州政府は2015年に20羽以上の死亡が記録され
た為、追跡装置を使用した新たな技術を開発することを発表しました。そ
れは、Intelligent Transport Systemと呼ばれる装置をヒクイドリに装着させ、
鳥が道路に近づいた際に標識に警告を出させるものだと言います。この新
技術が現状の改善に少しでも役立つ事が切望されています。

もちろん、交通事故はヒクイドリに限った事ではなく、多くの生物を負傷
されたり死に至らしめたりしています。ヒクイドリの対策のように、野生
動物に注意するよう運転手に促す標識が数多く設置されています。野生動
物が幹線道路に出られないようにするフェンスや、動物が道路を横断する
ための地下道や陸橋などの緑のコリドーを設置するなど、様々な工夫が施
されています。しかし、全ての道路に設置する事が困難であることや、野
生動物がそうした施設が自分のために作られているということを理解でき
ないために利用しないなど、万全とは言えません。やはり根本的には、生
息地を断片化させない事が重要です。

高速道路で車に轢かれてしまったコアラ→

生息地の喪失や断片化は、日本を含む世界中の至るところで起こっていま
す。今回ご紹介したヒクイドリは雨林の生物多様性の維持に不可欠な重要
な生物ですが、もちろんそれ以外の生物も生物多様性にとって重要です。
そして、豊かな生物多様性を持つ健全な自然環境は、私たち人間にとって
も、経済活動を含め、日々の生活を支える最も重要な基礎だと言えます。

都市計画の中により良い共存を目指すという視点が必要であり、一人ひと
りが関心を持ち、束となって取り組む事が重要です。実際に、必ずしも専
門家である必要はないと励ましてくれる良い例があります。絶滅が危惧さ
れている生物を含む様々な生物の生息地となっている森林地帯に線路が敷
かれようとしていた際に、地元住民たちが生物の目撃マップを作成して政
府に提出した事によって、生息地の分断を回避する事に成功したのです。
私たちが諦める事なく関心を持ち続ける事が最初の一歩となると信じてい
ます。
AJWCEF はこれからもより良い共存を共に考える機会を提供していきます！
（文：Toshimi Hirano）

野生動物の交通事故関連記事は
ＡＪＷＣＥＦのブログでもご覧いただけます！
ミッションビーチのヒクイドリ交通事故対策
http://ajwcef.org/blog/cassowary-tracking-73.html
顔面腫瘍性疾患で生息数が激減するタスマニアデビル、
回復プログラムで野生に放された個体たちが車に轢かれている現状
http://ajwcef.org/blog/devils-killed-cars78.html
《参考》
クイーンズランド州政府環境遺産保護省 ヒクイドリ
https://www.ehp.qld.gov.au/wildlife/threatened-species/endangered/endangered-animals/cassowary.html#fast_facts
ミッションビーチヒクイドリ（Mission Beach Cassowarries）
http://www.missionbeachcassowaries.com/
ヒクイドリ回復チーム（Cassowarry Recovery Team）
https://cassowaryrecoveryteam.org/conservation/status/
ABC ニュースヒクイドリ関連記事（2015）
http://www.abc.net.au/news/2015-12-21/tracking-devices-planned-for-cassowary-population-by-main-roads/7043258
クイーンズランド州政府環境省 フェンスガイド
http://www.livingsmartqld.com.au/modules/biodiversity/PDFS/koala%20fencing%20guideline%20DERM.pdf

2017 年 3 月トレーニングコース（上級）レポート
モギルコアラ病院での実習で印象に残っていることは何ですか？
綾花
コアラに多いクラミジア感染症に対してどのような治療を行っているのか、
オーストラリアにおけるボランティアさんの役割などを実感できます。
ボランティアさんが基本的なコアラの世話をし、リーフカッターの方が
ユーカリを採り、獣医さんが治療をする。日本では野生動物の治療に
関わる機会はなかなかないですが、オーストラリアではさまざまな人
が役割分担してコアラの保護がされています。ボランティアといえど
世話の殆どを任され、日本におけるボランティアよりもその重要度が
高いような気がしました。そういった文化の違いも感じました。また、
コアラ一頭一頭の性格や外見の違いを一番感じる時間でした。投薬が嫌
な子、警戒心が強い子など、当たり前ですが全然違った性格を持っていて
面白かったです。
青山菜摘
コアラの解剖という、とても貴重な体験が出来ました。解剖学だけでなく、主要な病気による病態を実際
に観察でき、他ではできないような勉強が出来ました。またコアラだけでなく、ポッサムやカンガルーな
どオーストラリアの固有種なども解剖できました。私はヘビを解剖しましたが、身近にも関わらずその臓
器の形態や位置関係、その他構造を全くわかってなかったため、とても興味深かったです。

カランビン野生動物公園および野生動物病院での実習はいかがでしたか？
淡中崇徳
交通事故に遭ったカメや鳥の飼育小屋など飼育施設すべての色々なところに工
夫が凝らされていました。その全ては動物たちのエンリッチメントのためであ
り、動物に対してどれほどの想いを持っているのかが伝わってくるようでした。
その中でも猛禽類の飼育施設はその材質から日当たり、広さなどよく考えられ
ており、まるでマンションのようでした。また、子供のワニに触れさせて貰え
て感動しました。鱗は思ったより滑らかで少しひんやりとしていてワニからし
たら迷惑ですが、ずっと触っていたいくらいでした。
亀井拓磨
オーストラリア固有の動物の治療を直接見れ、色んな話を聞くことができて本当に良かったです。特に印
象に残っているのは動物の採血場所の違い、麻酔銃を実際に使わせてもらったことです。普段、大学では
犬や猫の採血しか見ていなかったので、血管の走行の違いによりタスマニアデビルは手の甲から、コアラ
は手の横からなど、ハリモグラは鼻から採血するなどがとても面白かったです。麻酔銃は当然初めてだっ
たので、とても楽しかったです。
綾花
園内のさまざまな動物の日常的な治療を見学することができます。治療の際に
気を付けている事、野生動物ならではの治療法を学びました。実際にやらせて
いただけることも多く、脈、採血だけでも動物種によって差があることが分か
ります。使う器具についてのレクチャーもあり、私は初めて内視鏡を手にし、
扱ってみたことでその仕組みや見え方が理解できました。

カヤックを使用しての野生動物観察はいかがでしたか？
青山菜摘
コアラを見つけるのは難しかったですが、実際に川沿いの木にいるコアラを見ることができました。日本
では動物園といえどもなかなか見ることのできないコアラが、とても人間に近いところに生息しているこ
とが実感できて、不思議な感覚になりました。また、コアラだけでなく重要な生き物について、感染症や
多様性など様々な観点から保護について考えることが出来ました。
綾花
私たちは 2 頭の野生のコアラを見ることが出来ましたが、見つけるのはな
かなか難しいです。このカヤックツアーを通して、野生のコアラがどんな
ふうに木にいるのかを学ぶことができました。他にも野生のオオコウモリ
を見ることができ、コウモリの独特のにおいや鳴き声を感じることが出来
ました。コウモリと人との暮らし方についてもレクチャーで学び、将来獣
医師としてどのように関わり方の指導を行うべきなのかを考えるきっかけ
となりました。

～コース全体の感想～
淡中崇徳
この実習では人との縁というのを強く感じました。対応してくださったケアラーさん、職員さん、一緒に
実習を受けた方々が僕に親切にしてくださって、振り返ってみると感謝の気持ちでいっぱいになります。
一緒に実習を受け共同生活を送った方々には多くの迷惑をかけてしまったと思います。今まで初対面の人
たちと共同生活を送ったことはなく参加前は不安でいっぱいでしたが、そんな不安を抱いていたのを忘れ
るほど楽しい毎日となりました。色々なことを教えて下さる職員の方やケアラーさんなど周囲の方々は素
晴らしい方ばかりでした。もったいないほどいい人たちに囲まれて幸せな 9 日間でした。このご縁を生か
して今後も努力を続けていくことが出来たらいいなと思います。
亀井拓磨
私は将来、オーストラリアなどの野生動物が豊富な国
で野生動物獣医師として働くことがずっと夢でした。
なので、実際に野生動物獣医師の仕事を直接見たいと
思い、このプログラムに参加しました。参加して思っ
た事はますます自分も国外で野生動物獣医師として働
きたいと思いました。わかってはいましたが、実際に
野生動物獣医師の仕事を見て、犬猫だけではなく様々
な動物を治療しなければならないので、その動物たち
によって異なる体の違い、治療法を勉強する必要があ
り、相当な努力が必要だと感じました。もちろん語学力も。オーストラリアという環境は自然が豊富で固
有の動物たちが多く存在しており、野生動物獣医師として働く場所にはぴったりなので本当に住みたいと
思いました。今回の実習で特にお世話になったアンドリューやフィオナはとても親切で、質問にも優しく
答えてくれて、本当にたくさんの事を教えてくれて、勉強になりました。このオーストラリアで経験した
ことを今後に必ず活かしていきたいと思います。勉強面以外の遊びも本当に充実していて、シェアハウス
のような感じで、夜はみんなで集まってご飯を食べたり、海にスイカ割りをしに行ったりとても楽しかっ
たです。また、同じような夢をもった仲間たちだったので、色んな話をしたり、聞いたりできて良かった
です。このオーストラリアで出会ったすべての人たちとは今後も繋がっていきたいと思います。最後に、
このプログラムに参加することができて、ほんまに最高でし
た！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

2017 年 3 月トレーニングコース（初級）レポート
デービッドフレイ野生動物公園での飼育管理＆観察記録はいかがでしたか？
渡辺 政
オーストラリア（自国）の動物のみを自然の環境に近い中で管理
しているという部分が、日本ではあまり見られないと思い新鮮で
した！外国の動物を展示することも大切だと思いますが、それ以
上に自国の動物や彼らがおかれている状況、自然について、現地
の方や観光客に知ってもらうことはもっと大切なのではないかと
思いました。また、お世話になったレンジャーの皆さんはとても
明るく親切で、時に冗談を交えつつ楽しく動物たちのことを教え
てくださいました！その際に、どのレンジャーさんもしっかりと
動物のことを考えて管理しているのだということが、エンリッチ
メントや小さな工夫などから伝わってくるようでした。特にヘビ
などは、時々ケージから外の地面に出してあげているというお話
が印象的でした。
RIHO
それぞれの動物の生態を考慮した飼育の仕方を学ぶことができ、また日
本では触れたり見たりできない動物と関われる貴重な体験ができまし
た。特にワラビーはとてもかわいらしかったです。行動観察では、毎日
同じ個体を同じ条件で観察することで、病気などの異常をいち早く発見
できることを学びました。

TAMMY
傷ついた動物を治療し、教育に生かすという方法が新鮮に感じられ
た。日本でも野生動物の保護施設はあるが、デービットフレイ野生動
物公園のように市民が気軽に立ち寄ることのできる存在ではないよう
に思う。日本でも生態展示をもっと浸透させていくべきだと思うよう
になった。また、海外のレンジャーと話すことに憧れていたので、下
手な英語ではあったが、じっくりと聞いて頂きうれしかった。自分と
年の近いレンジャーや、女性のレンジャーが多かったことに勇気づけ
られた。

カランビン野生動物サンクチュアリの野生動物病院の訪問はいかがでしたか？

RIHO
ボランティアの人たちの存在はとても重要だなと思い
ました。鳥の羽を冷凍保存してけがをした個体の移植
に使っているのはマネしたらいいと思いました。

TAMMY
カルテやデータがすべてコンピュータ管
理であることは、さすがオーストラリア
と思わされた。停電の時の備えは大丈夫
なのだろうか。

渡辺 政
とても大きな施設なのに寄付金で成り立っているという
のがとても意外でした。リハビリ中の動物たちも動物園
と同じくらい大切に管理されていました。

モギルコアラ病院でのコアラのお世話で印象に残っていることは何ですか？
權 明賢(Diana)
コアラによく発症する病気について初めて学び、そのケアの仕方
（例：膀胱炎のコアラはおしり付近をシャンプーで洗う必要がある）
も実践するという珍しい経験ができました。その病気の原因はストレ
スであり、ストレスの中には生息地の減少も含まれていると聞き、野
生動物保護というのは怪我を治療して野生に戻すことより根本的な問
題にも興味を持つべきだと思いました。また、毎日違うボランティア
の方々が来て世話をしており、中には 30 年間続けているという人も
いてその純粋な情熱を学ぶべきだと思いました。
モギルコアラ病院のユーカリプランテーションでの活動はいかがでしたか？
TAMMY
実際にリーフカットをすることでコアラの採食量の多さを実感した。コア
ラの保全には植樹活動も同時に行わなくてはならないことがよくわかり、
野生動物を考えるのに生息地の環境整備が重要であることを再度認識させ
られた。様々な知識を持った人同士でチームを組み、協力できるような力
を大学のうちに身につけたいと思った。
RIHO
ユーカリをにおいや葉や幹の見た目の違いなどで見分ける方法を学んだが
すごく難しかった。レモンの香りのするものが一番印象的だった。

王立動物虐待防止協会（ＲＳＰＣＡ）訪問で感じた事はなんですか？
權 明賢 Diana
政府からの支援が運営費のわずか 1％で、残り 99％が寄付で成り立って
いるという事と、保護中に新しい家族に貰われる率が約 80％だという事
がとても印象的でした。何故なら私の周りで、ペットを動物保護センタ
ーから貰ってきたと聞いたのは数少なかったからです。このような現状
から、動物に直接関わっている人よりも、そうではない人たちの意識を
変えることがとても大事だと実感できました。
TAMMY
日本の保健所も RSPCA のように教育設備を充実させて入りやすい存在に
していくべきだと強く感じた。

カヤックでの野生動物観察で 印象に残っている事は何ですか？
TAMMY
コウモリの集団は衝撃的だった。住宅地開発とコウモリの話は考え
させられた。他の生態系に大きな影響をあたえるからと住民を納得
させた政府の対応に日本との違いを感じた。

孤児のコアラなどを育てている野生動物ケアラーさんを訪問していかがでしたか？
渡辺政
自分の家の一部を改造して、多くの時間を割いてまで、コアラのために活
動していて、とても尊敬しました。このようにオーストラリアには動物の
ことを心から大切に思って行動している人が多いように感じました。
TAMMY
今回のトレーニング中に出会ったボランティアさんやケアラーさんは経験
が長く、本当に動物が好きでないと務まらないと実感することが多かっ
た。また、（最終的に野生に）リリースをするための飼育管理は伴侶動物
を飼育するよりもはるかに難しいと思った。
權 明賢 Diana
今回訪問したケアラーさんはモギルコアラ病院でも長い間ボランティア
をしていると同時に、個人的に立ち上げた団体でも活動されていまし
た。家の中の一部を完全にコアラのために使っている様子を見て、動物
を愛するという一例をよく見ることができたと思います。また、団体と
は関係ない人からもユーカリの葉の提供があるなど、近所の支援もある
と聞いて、どこかの団体に所属していなくても野生動物保護に携わるこ
とはできるのだと学ぶことができました。

トレーニングコースの写真は AJWCEF ホームページのフォトギャラリー（http://ajwcef.org/category/gallery）
よりご覧になれます！過去の体験談も（http://ajwcef.org/category/experiences）是非ご覧ください！！

2016 年 11 月 7 日の朝、イプスウ
ィッチコアラ保護協会のメンバー
達がコアラのお世話をしている
と、メンバーの一人で、野生
動物の孤児を自宅で育てる
活動をしている野生動物
ケアラーのトゥルーディ
さんが突然「逮捕された女の
カバンから見つかったコアラを引取り
に行く事になった」と言ったのです。
耳を疑う事件が起きていたのです！！
この事件は、新聞は勿論テレビやラジオで
も大きく報道され、被害に遭った赤ちゃん
コアラは一躍注目の的となりました。
事件は 6 日の夜、アッパーマウントグラ
バットという（ブリスベンから約 12km 南東にある）
地域の警官が、未解決の事件に関して 50 歳の女の
車を止めたところから始まりました。

ケアラーの献身的なお世話を
受け、元気に育ちました。
クイーンズランド州に
生息するコアラは生
後約 12 ヶ月で自立
すると考えられて
います。目安とし
て体重が約 2.5kg になった頃
にコアラ病院にあるキンディ
（幼稚園）と呼ばれる施設に入
り自立へのステップを踏みます。
キンディの広いケージでは、野
生の森で生きていけるように、
高い木に登ったり、自分の力だ
けでユーカリを食べたりする練
習をします。人間を忘れ、野生らしい行動を身につ
ける事も重要なポイントです。

警官がその女に対し「拘置所に移送される前に何か
申告する事はないか」と質問したところ、カバンの
中にコアラがいると言ったのです。信じ難いことで
すが、カバンを開けると、なんと本当に赤ちゃんコ
アラが出てきたのでした！道路の近くで見つけたそ
うです。赤ちゃんはまだ約 1.5kg でした。
野生動物を許可なく捕獲す
る事は違法です。野生動物
との共存や保護に理解のあ
る人は多いのですが、この
ような事件が起きてしまっ
たのは本当に残念です。
コアラの飼育にはライセンスは勿論のこと、豊かな
知識と経験が必要です。何故なら、赤ちゃんはミル
クを必要とし、適切な成分のミルクを成長段階に合
わせた濃度で与えなければならないからです。ユー
カリも全ての種類を食べる訳ではないため、種を識
別する能力が必要です。もし発見されていなかった
ら、命が危険に晒されていた事でしょう。
赤ちゃんコアラは拘置所から王立動物虐待防止協会
（RSPCA）に一旦引取られ、脱水症状のため点滴を
受けたのち、健康だと判断され、イプスウィッチコ
アラ保護協会の経験豊かなケアラーに預けられる事
になったのでした。彼はアルフレッドと名づけられ、

キンディでユーカリを頬ばるアルフレッド

アルフレッドも 2017 年 2 月にトゥルーディさんの
家を離れ、キンディに入園しました。そして、4 月
4 日、Queensland Trust for Nature が設立し所有する
「コアラクロッシング」という素晴らしい自然保護
区に放されたのでした。
野生動物の保護は、様々な施設やボランティアたち
の連携によって行なわれています。しかし、一般の
人々の理解なくして根本的な解決は難しいと言えま
す。このような事件が二度と起きなくなる事は勿論
のことですが、今回の事件を通して、より多くの
人々に、野生動物保護の活動の現状や、如何にして
野生動物と共存できるかなどについても関心を持っ
てもらえたらと願います。
（取材協力＆写真提供：Ipswich Koala Protection Society ）

AJWCEF はこれからも野生動物保護活動を支援し、
啓発活動に力をいれていきます！

イベント情報
AJWCEF 野生動物保護セミナーin JAPAN
演者
AJWCEF 理事長 水野哲男 博士（獣医学）
「AJWCEF オーストラリア野生動物保護トレーニングコース、
インターンシッププログラム」
クイーンズランド大学 グレッグ・シモンズ 博士（獣医学）
「オーストラリアにおけるコアラレトロウイルス
（コアラのエイズ）の現状」

日程、会場
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2017 年 6 月 9 日 （金）
2017 年 6 月 10 日（土）
2017 年 6 月 12 日（月）
2017 年 6 月 13 日（火）
2017 年 6 月 14 日（水）
2017 年 6 月 15 日（木）
2017 年 6 月 16 日（金）
2017 年 6 月 16 日（金）

日本獣医生命科学大学
岩手大学
酪農学園大学
北海道大学
北里大学
日本大学
加藤学園 暁秀 中・高等学校
麻布大学

※会場によっては一般参加が可能な場合があります。詳細はホームページをご確認ください。

活動報告
2016 年 11 月から 2017 年 4 月末まで
セミナー2016 年 11 月
1. 大阪府立生野高等学校 2016 年 11 月 16 日
2. 鹿児島大学 2016 年 11 月 17 日
3. 山口大学 2016 年 11 月 19 日
4. 東邦大学付属中学校・高等学校 2016 年 11 月 22 日
5. 横浜市立金沢動物園 2016 年 11 月 23 日
6. 岩手大学 2016 年 11 月 24 日
7. 横浜サイエンスフロンティア高等学校
8. 東京農工大学 2016 年 11 月 26 日

東京農工大学にて

2016 年 11 月 25 日

インターネット中継教育
1.オーストラリア ブリスベン市、レッドランド市、イプスウィッチ市、ゴールドコースト市などにある
野生動物及び環境保護施設やクリーブランド地区高校、プレンベール小学校と、岐阜県可児市にある可児
工業高校、東明小学校や大阪の梅香小学校を中継で結び、オーストラリアの自然、生活、環境保護活動な
どを英語で紹介する中継教育活動を実施。

スタディツアー
1.2016 年 11 月
2.2017 年 2 月
3.2017 年 3 月
4.2017 年 3 月
5.2017 年 3 月

横浜サイエンスフロンティア高校
加藤学園暁秀 中・高等学校
京都市立紫野高等学校
新潟明訓高校
大阪府立生野高校

コアラ病院訪問、アラン院長と。

野生動物保護トレーニングコース
1.2017 年 3 月上旬 トレーニングコース（上級）
2.2017 年 3 月中旬 トレーニングコース（初級）
トレーニングコース初級より

事業
1.ユーカリ植林事業
（モギルコアラ病院、プレンベイル小学校、ケンモア・サウス小学校、AJWCEF での共同事業継続中）
2.オーストラリア日本研究交流事業
（クイーンズランド大学、日本獣医生命科学大学、モギルコアラ病院、デービッドフレー野生動物公園)
出版
1. 水野哲男「海洋環境のごみ問題とオーストラリアのごみ処理の現状」『サスティナビリティ・サイエン
スとオーストラリア研究：地域性を超えた持続可能な地球社会への展望』内、早稲田大学オーストラリア
研究所監修、オセアニア出版（６月出版予定）
2. 水野哲男「コアラの危機とその保護」 金沢動物園友の会機関紙「ZOO よこはま」９月号掲載予定
寄付
1.2016 年 11 月
2.2016 年 11 月
3.2017 年 1 月
4.2017 年 2 月
5.2017 年 3 月
6.2017 年 3 月

クイーンズランド州環境遺産保護省（モギルコアラ病院）：＄80
クイーンズランド大学獣医学部：＄100
デイビッドフレイ野生動物公園：＄400
王立動物虐待防止協会：＄160
イプスウィッチコアラ保護協会：＄300
クイーンズランド州環境遺産保護省（モギルコアラ病院）：＄2760

トレーニングコースのお知らせ
第三回海洋生物保護トレーニングコース（初級）
開催期間 2017 年 8 月 13 日～8 月 20 日
第四回野生動物保護トレーニングコース（初級）
開催期間 2017 年 8 月 21 日～9 月 3 日
コースの詳細や募集状況はＡＪＷＣＥＦの
ホームページ http://ajwcef.org/からご確認ください。
メールでのお問合せ：training@ajwcef.org

AJWCEFのホームページに
新しい企画が登場します！！

私たちと様々な生物たちをとりまく環境についての情報を6月からお届けしていきます！

こちらもよろしく！

AJWCEFの会員メンバーによるオーストラ
リア野生動物保護に関するブログでは、
政府発表や新聞などの英文記事を日本語
でわかりやすく紹介しています！

コチラのリンクから3つのページにアクセスできます！！
是非、遊びに来てくださいね！

http://ajwcef.org/wildlife-informations-jp

会員 (個人 • 法人) 募集 及び 支援寄附のお願い
皆さまのご支援が小さな命を助けます。
詳細は、AJWCEFのサイトwww.ajwcef.org『入会・寄付』のページにお進みください。
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