2017 年 11 月号
オーストラリア日本野生動物保護教育財団（AJWCEF）
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。
2017 年も早 1 カ月余りを残すのみとなってまいりました。本年も 60 名を超す皆様にオースト
ラリアにおける AJWCEF 主催の野生動物及び海洋生物保護トレーニングコースにご参加いた
だき、また、日本においては大学 9 校と高等学校 4 校において野生動物保護活動などに関する
セミナーを開催させていただきました。また、日本の大学、高等学校、地方自治体からのご依
頼でオーストラリアにおける環境スタディーツアーを行い、300 名近い皆様がオーストラリア
における野生動物の置かれた現状や、その保護の現場を直に見学されました。このようにオー
ストラリアにおいて多くの体験を通し、様々な知識を得られた皆様が、日本に戻れられた後、
今度は情報の発信者としてご活躍頂いているお話をしばしば伺います。例えば、私が講演に伺
います大学セミナーのほとんどは、大学主催ではなく、トレーニングコースに参加されました
学生の皆様の主導により企画運営されております。このような志を持つ皆様と共に、AJWCEF
は「人と自然のより良い共存」を目指し、努力してまいります。今後も皆様のご指導とご支援
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
末筆ながら、2018 年も皆様にとって素晴らしい年となりますことを AJWCEF スタッフ一同心
よりお祈り申し上げます。
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悲しいことに、人間がウミガメの個体数の減少に大き
な影響を与えているのです。
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として捕らえることもあります。タイマイという種類
のウミガメの甲羅は日本では「べっ甲」と呼ばれ、現
在でも伝統工芸品として和装の結婚式などで使われて
おり、とても有名です。しかしタイマイは特に個体数
が少ない絶滅危惧種です。最近では、タイマイの甲羅
を目的とした乱獲は減ってきてはいますが、未だに需
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海に廃棄され浮遊する釣り糸や網も大きな問題です。
ウミガメをはじめとした海洋生物(アシカ、イルカ、
クジラ、サメなど)に絡まってしまうのです。海洋生
物はもがいて引っ掛かったものを取ろうとするのです
が、余計に絡まってしまい、そのまま息絶えてしまう
被害が出ています。
こうした問題は私たちが意識を高め、行動を見直して
いくことで改善できる事だと言えます。例えば、商業
目的で乱獲されたウミガメの製品を買わない、買い物
の時にはマイバックを持参して、ビニール袋のごみを
減らすなど小さな事で構いません。全員が取り組め
ば、それは必ず大きな結果に繋がります！！

海洋ごみ
ウミガメが住む海には毎年大量のごみが排出されてい
ます。直接海に放り込まれるごみだけではなく、陸地
から風に運ばれて海にたどり着くごみもあります。つ
まり、都市でポイ捨てされたペットボトル、ビニール
袋、吸い殻等も海に入り込んでしまうのです。
特に悪影響を及ぼしているのはプラスティックごみで
す。クラゲを主食とする種類のウミガメにとって、水

AJWCEF ホームページの
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ゲとよく似ているため、誤食してしまうのです。ま

（http://ajwcef.org/category/room-for-animal-lovers）

た、海面近くを漂って生活する発達段階の子ガメは、

さまざまな野生動物についての

海に浮いている物を何でも食べてしまうので、ごみを

お話がご覧になれます！

食べる可能性が高いのです。

ぜひ、遊びに来てください！！

金井美玖
私は、今回初めて海洋生物保護トレーニングコースに参加し、たくさんの
ことを体験できました。その中で印象に残っているものは本格的なフィー
ルドワークができたことです。干潟における海に近いところと陸に近いと
ころで見られる生物や環境の違いを自分の目で見たり、野生のクジラ、イ
ルカ、ウミガメやジュゴンの生態を生で見ることで、自分自身の新しい課
題を見つけることができました。また、滞在したクイーンズランド大学の
研究所や現地講師のパブロなど海外らしい、日本では経験できない貴重な
時間を過ごせたと思います。次回また機会があれば、アカデミックの英単
語や基本的な海洋生物の知識を事前に身に着け、さらに充実した講習にしたいと思います。とても良い夏の思い出に
なりました！ありがとうございました。

福井淳那 (日本獣医生命科学大学 3 年 動物化学科)
普段日本で受けている授業は座って聞いているだけでなんの面白味もないもの
だったが、今回の海洋生物保護トレーニングコースではアクティビティーとレ
クチャーが並行して授業があり、アクティビティーで実際にやったことをレク
チャーでより深く学べたので、より興味を持って聞くことができてとても新鮮
だった。しかし、テキストはもらったものの英語が苦手で読むことすら、すら
すらできなかったので予習復習ができなかったのが悔しかった。今回ほど時間
がもっとほしいと思ったことはなかった。Individual project（個別調査） は初めは嫌な気持ちしかなかったけど、い
ざやってみるとすごい達成感があったし、みんなの前で、しかも英語で発表する機会はなかなかないのでいい機会に
なった。英語をまだまだたくさん勉強しないといけないなと思ったトレーニングコースだった。たった 8 日間だった
けど、メンバーも面白い人たちばかりで飽きることがなく楽しく過ごすことができた。

片桐奈瑛子
今回参加した海洋生物保護トレーニングコースで私は普段体験できないことをたく
さんすることができ、視野が広がったと思います。私にとって海は身近なものでは
ないため、今回実際たくさんの海の環境を見て生物に触れ多くのことを学ぶことが
できました。話を聞いて分からないことや、もっと興味を持ったことを AJWCEF ス
タッフの水野さんや石黒さんが分かりやすく教えてくださったのもありがたかった
です。特に海洋のゴミについての話は印象に残っていて、現在の海洋環境やゴミに
よる生物への影響を少しでも改善できるような社会にするためにどうすれば良いの
かもっと知りたいし、考えていきたいと思いました。本当に充実した一週間を過ごすことができました。貴重な体験
を本当にありがとうございました。

デービッドフレイ野生動物公園：飼育管理と観察記録
増田わかなさん（日本獣医生命科学大学

獣医保健看護学科

1 年）

最も印象に残った事は生態系展示についてです。日本に存在する動物園とは意義・目的
が根本から違い、動物を展示するのではなく、生態系をそこに存在させるという事をし
ています。ほぼ野生の状態で動物が生息できるという利点があり、野鳥など外からもど
んどん動物たちが集まってきて自然と生態系が存在することになる、その施設の仕組み
に感銘を受けました。飼育管理や観察記録を行なう中で最も印象に残っている事は、エ
ンリッチメントを実施していた事です。それも、動物の本能をくすぐるような仕掛け
で、少しでも動物のためを思ってストレスの少ない楽しいと感じられる環境にするため
に努めているのが素晴らしいと思いました。
吉田南海さん（大学生）
野生に返せないような怪我をしている動物や、子供の頃から人に育てられている
動物を野生環境に近い状態で飼育し教育にも生かしているシステムが日本にはな
かなかないので驚いた。日本では生態展示をしていても防鳥ネットが張ってある
所があるが、ここでは野鳥も生態展示の一部に
なっていたので面白かった。しかし、外からの
感染症などに注意が必要だと感じた。
Y.S.さん（東京農工大学

共同獣医学科）

日本の動物園ではなかなか見られない、サファリとも違う開放的な展示方法が新
鮮でした。また幸運にも托卵中のヒクイドリのつがいを行動観察できたのはとて
卵をあたためる雄のヒクイドリ

も貴重な経験になりました。

モギルコアラ病院：病気、怪我や孤児のコアラのお世話
吉田南海さん（大学生）
実習が始まる前に「コアラにとって自分たちは宇宙人だと思って」という言葉がとても
印象的だった。聞いた時はよく理解できずにいたが、実際に怪我をした野生のコアラに
薬をあげたり、掃除をしたりしてみて、人間の立場から考えると怪我の処置や清潔を保
つ行為でも、動物からすれば意味も分からず強制的にされてストレスになるのだと分か
った。それぞれの動物に全くストレスを与えずに適切な対応ができれば良いが、なかな
か難しいだろうと思った。日本で殆ど見る事がないコアラを間近でかなり長い時間観察
でき、コアラに発症しやすい病気についての対処を学ぶ事もできて、とても貴重な体験
だった。

鎮静のかかったコアラを

M・E さん（岐阜大学
科学課程

応用生物科学部

生産環境

入院室に運ぶ様子

2 年）

来院した全コアラにマイクロチップが埋め込まれていて、州として野生の個体
情報を共有している事に驚きました。人馴れさせない事や木の上でしか餌を与
えない事もコアラを守る事に繋がると知って、野生動物を相手にするからこそ
の大事な事を学べました。私達がいる間にも、退院したコアラや、病状が改善
したコアラがいて嬉しかったです。
コアラにビタミン剤を経口投与する様子

増田わかなさん（日本獣医生命科学大学

獣医保健看護学科

1 年）

200％日本では経験できないことしかなく、毎日とても刺激的でした。

モギルコアラ病院：ユーカリプランテーションと植樹活動
Y.S.さん（東京農工大学

共同獣医学科）

ユーカリの葉の香りにとてもバリエーションがあり、コアラそれぞれで好みが分かれ
るのも納得でした。保護しているコアラたちが飽きないように多くの種類のユーカリ
を集めて、食べやすいように刈り取るには経験と技術がとても重要だと思いました。
増田わかなさん （日本獣医生命科学大学

獣医保健看護学科

1 年）

オーストラリアには約 700 種類ユーカリがあると聞いたが、ユーカリの担当者が、
ぱっと見で種類を識別できていて驚いた。何をするにしろどんな形であっても、みんな最後はコアラのことを救いた
いと考えており、コアラ愛でしかありませんでした。素晴らしかったです。

イプスウィッチコアラ保護協会：孤児になったコアラを自宅で育てる野生動物ケアラーさん訪問
りほさん （大学生）

ケアラーさんというのは本当に大変だと分かりました。コアラが小さいうちに
は数時間おきにミルクをあげ、大きくなったら数日おきにユーカリを取りに車
で何キロも走らなければいけません。そんな手塩にかけたコアラを私でしたら
離し難く思いそうですが、彼らはちゃんと野生に帰られるようなトレーニング
も行い、コアラ病院の”幼稚園”（野生に返す前に野生らしい行動を身につけさ
せるための施設）に送り出していました。オーストラリアの「野生動物が身近
にいる環境が普通」、「野生動物は野生にいるのが当たり前」という考え方
と、野生に戻るお手伝いをする習慣は、とても素敵だな～と思います。

カランビン野生動物病院訪問
吉田南海さん（大学生）
寄付で成り立っているからこそ、お金と完治までの時間がかからない確実な
治療方法を工夫していると感じた。特に亀の甲羅の骨折の治療法や、鳥の羽
が折れた時に別の鳥から採取し冷凍保存されている羽を使って移植するなど
の工夫に驚いた。また治療中でもエンリッチメントなどが考えられた十分な
広さで飼育していた事が印象的だった。一般の人も外から見られる場所や活
動の紹介のパネルなどがあり、外への発信がしっかりとされていると思った。

ガラス張りになっている治療室

王立動物虐待防止協会（ＲＳＰＣＡ）訪問
吉田南海さん（大学生）
日本でいう保健所に似た機能を持つ場所だと聞いていたので、もっと殺風景な場所を
想像していたがとても雰囲気がよく誰でも入りやすい場所だった事が印象的だった。
犬猫などのペットから家畜までそれぞれに十分な場所が与えられ、引き取り手が見つ
かるまできっちり保護されている事や、動物の世話の大半がボランティアで行われて
いたり、99％が寄付金で運営されていたりと驚く事が多かった。日本でも可能な限り
取り入れられたらいいのにと思った。

高井 雄也さん （岩手大学 共同獣医学科 ２年）
驚きが自分の中では本当に大きかった。日本の保健所とは全く異なっ
ていて、飼い主が見つかるまで死ぬまで飼育しているのに、国の運営
ではなく、寄付とボランティアで成り立っている。改めてオーストラ
リアはすごいと思った。
新しい飼い主を待っている猫の部屋

Y.S.さん（東京農工大学

共同獣医学科）
動物の保護だけでなく、教育普及にも力が入れられ
ていて、日本にも導入されたらいいなと思う反面、
運営やボランティアスタッフの確保等、日本で成立
されるうえでの課題が多そうだなと感じています。

増田わかなさん （日本獣医生命科学大学

獣医保健看護学科

1 年）

施設の規模の大きさと、雰囲気の明るさに圧巻された。保健所と同じ機能をしているの
にもかかわらず、そこには動物たちにとって明るい未来がありました！！

トレーニングコースに参加して…
吉田南海さん（大学生）
全体を通してボランティアの人の数や寄付で成り立っている施設が多く、日本に比べ
て社会全体で野生動物の保護や自然の保全に取り組んでいる印象が強かった。初めて
生活する土地で経験したことがないことばかりで最初は不安もあったが、（AJWCEF
スタッフの）あおみさんやとしみさん、それぞれの施設の方たちが丁寧にサポートし
てくれてとても安心して過ごすことができた。
高井 雄也さん（岩手大学 共同獣医学科 ２年）
このトレーニングコースに参加して一番良かったと思ったのは、同じ分野に興味がある仲間と出会えた事だと思う。
同じ年代の学生と２週間一緒に生活して考えている事などをたくさん話して本当に刺激を受けたし視野が広がった。
また海外から日本を見る事で日本の良いところや悪いところを見る事ができた。これから、このような野生動物の活
動に参加してたくさんの人と関わり、たくさんの刺激を受けながら自分のやりたいことを探していきたいと思う。
Y.S.さん（東京農工大学

共同獣医学科）

今回初めての海外渡航ということもあり、不安も大きかったですが、AJWCEF の方々や現地の人々のサポートのおか
げでとても楽しく、無事に実習を修了することができました。最初は慣れないこともありましたが、徐々にオースト
ラリアと日本の違いを楽しめるようになりました。文化や気候はもちろん違いますが、オーストラリアは野生動物と
のかかわりに関して、日本より教育普及が行き届いているような印象を受けました。
実習先でお世話になった方々はもちろん、AJWCEF の方々や同行し
たメンバー各々から、動物と人間社会との共存について真剣に向き
合う姿勢と情熱が伝わってきました。今回の経験を糧に、将来どの
ような職に就くとしても、獣医として動物とのかかわりを広く一般
の方々と一緒に考え、人と動物がより良い関係を築く力になりたい
と気持ちを新たにしました。また、今回の参加者の最年長者という
こともあり、自分より若い人たちが、理想と向上心をもって実習に
望む姿は、とても励みになり、気の引き締まる思いでした。

これまでのトレーニングコースの体験談は AJWCEF のホームページでも紹介しています。
是非ご覧ください！http://ajwcef.org/category/experiences

活動報告
2017 年 5 月から 2017 年 11 月末まで

●セミナー in JAPAN （2017 年 6 月）
講師：AJWCEF 理事長 水野哲男（獣医学

博士）

「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」
講師：クイーンズランド大学

グレッグ・シモンズ（獣医学

博士）

「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」
1. 2017 年 6 月 9 日 日本獣医生命科学大学
2. 2017 年 6 月 10 日 岩手大学
3. 2017 年 6 月 12 日 酪農学園大学
4. 2017 年 6 月 13 日 北海道大学
5. 2017 年 6 月 14 日 北里大学
6. 2017 年 6 月 15 日 日本大学
7. 2017 年 6 月 16 日 加藤学園 暁秀中高等学校
8. 2017 年 6 月 16 日 麻布大学
●セミナー in JAPAN （2017 年 11 月）
講師：AJWCEF 理事長 水野哲男（獣医学

博士）

1. 2017 年 11 月 4 日 東邦大学付属東邦中高等学校「オーストラリアの野生動物の現状」
2. 2017 年 11 月 7 日 北里大学「オーストラリアにおける人獣共通感染症とオオコウモリ」
3. 2017 年 11 月 8 日 日比谷高等学校「野生動物保護と国際関係」「留学について」
4. 2017 年 11 月 9 日 日本獣医生命科学大学「野生動物保護と国際関係」
5. 2017 年 11 月 11 日 横浜サイエンスフロンティア高校「海洋ごみとモートン湾周辺に生息するウミガメ」
●オーストラリアスタディツアー
1.2017 年 7 月 加藤学園暁秀 中高等学校
2.2017 年 7 月～8 月 かにっこ海外交流訪問団（岐阜県可児市）
3.2017 年 8 月 東邦大学付属中高等学校
4.2017 年 9 月 日本獣医生命科学大学
5.2017 年 11 月 横浜サイエンスフロンティア高校

日本獣医生命科学大学スタディツアー
コアラ病院で獣医から保護の現状を聞く様子

●トレーニングコース
1.2017 年 8 月中旬

海洋生物保護トレーニングコース（初級）

2.2017 年 8 月下旬

野生動物保護トレーニングコース（初級）

●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と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。

●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、
デービッドフレイ野生動物公園）

●寄付
1.2017 年 6 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）：＄2,760
2.2017 年 8 月 王立動物虐待防止協会（RSPCA）：＄720
3.2017 年 10 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）：＄2100
4.2017 年 11 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）：＄980

トレーニングコースのお知らせ
2018 年 第一回 野生動物保護トレーニングコース（上級）
開催期間 2018 年 3 月 3 日～3 月 11 日
(二次募集 2017 年 12 月 31 日まで)
実習及び見学施設
カランビン野生動物サンクチュアリ・野生動物病院、
モギルコアラ病院、デイビッドフレイ野生動物公園

2018 年 第二回 野生動物保護トレーニングコース（初級）
開催期間 2018 年 3 月 12 日～3 月 25 日
（募集は終了しました。）
実習及び見学施設
モギルコアラ病院、デイビッドフレイ野生動物公園
カランビン野生動物サンクチュアリ・野生動物病院、
王立動物虐待防止協会、イプスウィッチコアラ保護協会

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

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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