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AJWCEF 会員及びご支援を頂いております皆様へ 

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有難うございます。 

AJWCEF では環境、野生動物保護の啓発プログラムとしてスタディーツアーやトレーニングコースを定期的に実

施しておりますが、さらに専門的にこれらの分野で経験をお積みになりたい方々のためにオーストラリアでの

環境、野生動物保護インターンシップ プログラムの充実に努めております。現在 AJWCEF の協力施設としてイ

ンターンの受け入れを検討している施設はクィーンズランド州立デービッド フレー野生動物公園、同州立モ

ギル コアラ病院、ナショナル トラスト カランビン野生動物保護区内 野生動物専門病院、クィーンズラ

ンド大学などとなっており、いずれも環境や野生動物について経験を積むには非常に適した施設となっており

ます。 

 
  クイーンズランド州立デービッドフレー野生動物公園     モギルコアラ病院    カランビン野生動物専門病院 

このプログラムに参加される場合はスタディーツアーやトレーニングコースと異なり通訳がつかないため、イ

ンターンの皆様が独自に現地のレンジャーや世界中から来る他のインターンと意思の疎通を図り、トレーニン

グを安全にお進めいただく必要があります。近年、日本国内では教育や社会の国際化が強く望まれていると伺

っております。国際化の重要な点の一つは国際感覚を持って事に当たることではないかと考えます。その国際

感覚を養うには、生活習慣や考え方が異なる様々な背景を持った海外の人々と交流し、相互に理解と尊敬をし

あうことが重要ではないでしょうか。オーストラリアは多民族の移民国家であるため、国家の基本に多文化主

義、すなわち「様々な背景を持った人々が、その背景を生かしながらこの国で共存する。」が根付いており、

日本からインターンに来られました皆様にはそのような社会がどのように成り立っているのか体験していただ

けると確信しております。 

 

環境、野生動物保護活動を通じ、国際的な視野を広め、世界にネットワークを作ることは、これから世界に羽

ばたいて行く日本の皆様にとって非常に貴重な財産となることでしょう。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。 

    

      クイーンズランド大学：左からモートンベイ海洋研究所、ホースハンドリング実習場、野生動物研究所 

  （※インターン先や内容は各参加者により異なります。写真：ＡＪＷＣＥＦトレーニングコースより） 

 



2016年 3月トレーニングコース（上級）レポート 
（写真：2016 年 3 月 野生動物保護トレーニングコース（上級）より） 
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   今回、このトレーニングコースに参加させていただき、とても良かったと思っています。海外であるこ

と、英語が苦手なこと等、最初は不安が大きかったですが、スタッフや他の参加者の方々に助けていただ

き、野生動物について、またそれを取り巻く環境について等多くのことを学ぶことができました。宿舎で

は、他の参加者の方と色々と話したり、買い物や料理を作ったり楽しい時間を過ごすことができました。 

州政府によって運営されているデービッドフレー野生動物公園では、オーストラリア固有種の動物の説

明をしていただきました。また公園内では、マングローブや野生の動物が残した木の幹への爪跡等を見る

ことができました。カヤックでの川下りでは、野生のコアラやコウモリ、多くの野鳥を観察することがで

きました。 

また、モギルコアラ病院では、コアラの病気やその原因、世話における注意点等を教えていただきまし

た。１番印象的だったのは、野生ではコアラの住む環境がなくなりつつあるということです。建物や道路

の建設で生息地が減ったかつ分断されたことによって、交通事故や犬に襲われたりするコアラが増えてい

ることを知り、考えさせられました。 

 最後の４日間は、カランビンワイルドライフサンクチュアリー内

の病院にて研修しました。ここでは、サンクチュアリーの動物だけ

でなく、野生の動物の治療もおこなっており、哺乳類、鳥類、両生

類、爬虫類まで様々な動物の治療・健康診断を見学させていただき

ました。また、残念ながら死亡してしまった動物の剖検や、レクチ

ャーもあり充実した内容でした。オーストラリアに多くみられる有

袋類や単孔類の説明も大変興味深かったです。個人的には鳥類の治

療や検査を近くで見ることができて、とても勉強になりました。 

 最後に、お世話になった AJWCEF のスタッフの方々には大変感謝

しています。長時間の運転による送迎、通訳、そして常に私達に気

を配りながら接していただき本当にありがとうございました。 
  

北海道大学獣医学部 5 年 A.K 

野生動物に関わる仕事をしたいと思っている獣医学生は多くいると思い

ます。小さい頃から、動物の図鑑や番組を見て野生動物に憧れ、またその

保護を行っている人に憧れてきました。しかし、実際に獣医学部に入って

みて、野生動物に関わる仕事も需要もほとんどないことを学びます。憧れ

のままで終わらせたくないという思いで、偶然ネットで見つけた AJWCEF

スタディーツアーに参加しました。 

ツアーを通して、オーストラリアの野生動物に迫っている危機、その対

策、ボランティアの存在、考え方の違いなど多くのことを学びました。ま

た、わたしは日本で小動物臨床の研究室に所属しているので、野生動物病

院での実習はとても興味深いものでした。見たことのない処置法や、動物

種の生態にそった治療法などどれもが新しい知識でパンクしそうになりま

した。採血一つとっても、ハリモグラは鼻の血管鞘から、ツリーカンガル

ーは尻尾からと様々でした。ツアーではオーストラリア固有の動物の生態

を学ぶ機会が多くあり、野生動物の治療を行うためにはそれぞれの動物種

の生態を理解することがまず必要なのだと感じました。 

また、英語でコミュニケーションを取る手助けもしていただき、最終日には下手な英語ながらも自信を

もって話しかけられるようになりました。 



ゴールドコーストの開放的で自然にあふれた環境で、自分の本当に学びたいことを学べた数日間は本当

に夢のようでした。またこの場所で学びたいと強く思いました。 

日本では野生動物を学びたいと口にしづらい雰囲気があると感じます。獣医師として、人のためになに

をできるかを考えなさいと言われます。今回の研修で野生動物のために働く獣医師に会えたことは貴重な

経験となりました。 

また、これからツアーに参加する方にはツアー後に数日間オーストラリアを旅することをおすすめしま

す。私はツアー後に電車や国内線で移動し、ブリスベン・シドニーも訪れました。オーストラリアは都市

ごとに雰囲気がまったく異なり、動物に対する考え方も違う気がします。都市ごとの動物園を見て回るの

もとても楽しかったです。 

最後に、このようなツアーに参加させていただけたことに感謝の思いを述べたいです。 

 

2016年 3月トレーニングコース（初級）レポート 
（写真：2016 年 3 月 野生動物保護トレーニングコース（初級）より） 

伊藤こころ 

 大学一年目の春休みは今回参加させて頂いたトレーニングコースのおかげ

でとても充実したものになりました。一人で海外に行くのは初めてだったこ

と、他の参加者とは初対面なこと、海外で自炊することなどと様々な不安が

行く前にはありました。しかし、同じ班になった人たちとはまるで前から一

緒に暮らしていたのかと思えるくらい気が合い、すぐに仲良くなれて楽しい

日々を過ごしました。 

 私は野生動物や人と動物の共生に興味がありました。また、かわいいし興

味深いのでオーストラリアの固有種が好きでした。このコースを知った時に

はなんて良い機会だろうと思い、終えてからは多くのものを得ることが出来

た濃い時間だったと思っています。観光で行くのでは絶対にできないような

貴重な経験をたくさんしてきました。絶滅危惧種もふくめた動物の世話や行

動観察、解剖、カヤックでの動物観察などどれもが新鮮でした。レンジャー

さんやスタッフの方が丁寧に指導して下さるので勉強になるし、間近で動物

を見たり触ったりできるので興奮します。また日々野生動物に関わっている

レンジャーさんや獣医師、ボランティアの方々に直接お話を聞くことにより、野生動物をとりまくオース

トラリアの現状やそれに対するそれぞれの考え方や思いを知ることが出来て色々なことを考える機会にも

なりました。 

オーストラリアではボランティアや寄付金のおかげで成り立っているともいえる野生動物病院があり、

日本との違いに驚きました。野生動物に対する考え方は国によって

違うとは思いますが、それでもオーストラリアでは一般の方々の関

心が日本よりも高いように思いました。オーストラリアへはさらに

興味がわきましたし、これを機に日本にも目を向け、自分の将来の

こともあわせて、自分が何をしていけばよいのか考えていこうと思

いました。 

今回このコースに参加して視野を広げることが出来て良かったで

す。何でも挑戦してみることが大事だと分かったので今後も色々な

ことをやって経験を積みたいです。お世話になった皆様本当にあり

がとうございました。 

 

光井 裕貴 

 今回、AJWCEF 野生動物保護トレーニングコース（初級）に参加させていただきました。春休みに何かや

りたいなと思っていた時、このコースをたまたま見つけ参加しようと思いました。きっかけはすごくザッ

クリとしていましたが、実際参加すると日本にいては絶対に勉強することがないたくさんのことが学べて

感謝しています。 

 勉強する内容としては野生のコアラの保護やそれに携わっている現地の人々の活動を学び、野生動物を

保護しているレンジャーさんたちの仕事のお手伝いをしました。 



オーストラリアで熱心に野生動物を保護している人々を見て、我々人間と野生動物たちがどうすれば共存

できるのか、などちゃんと面と向かって考える時間が多くありました。オーストラリアでは夜に木を見る

とオオコウモリがぶら下がっていたり、ポッサムが木の実を食べていたりして非常に多くの動物たちが人

間の生活圏内で共存しており、日本よりも野生の動物が身近だと思いました。また、私がこのコースに参

加して必要だなと感じたのは英語力でした。もちろん、実習中は AJWCEF のスタッフさんがとても丁寧に

通訳をしてくださり、実習中に不便を感じたことはなかったのですが、実習終わりにレンジャーさんと雑

談したり、宿泊先の隣の部屋の人とちょっとした会話ができなかったのが、悔しかったです。しかし、こ

の悔しさは日本人の友達と行く観光ではなく、オーストラリアの現地の人と関わることが多かったこのト

レーニングコースに参加したからこそ実感できたことだと思います。野生動物の保護に必死になるボラン

ティアの方々の表情は全く窮屈そうではなく、むしろどこか幸せそうではつらつとしている印象を受けま

した。野生動物とは全く対照的な動物であるのが人間だと私は思います。そういう対照的な位置にいる人

間が野生動物や自然を尊重し調和を目指すことで、自分も幸せになっていく、そのような構図がオースト

ラリアの自然とボランティアさんの中にありました。AJWCEF のトレーニングコースで非常に多くの刺激を

受けることができてよかったです。 

 

阿部 祐美 
 いまだ雪が風に舞うような寒さの北海道を旅立ち、汗ばむ暑さ

のオーストラリアの地へ足を踏み入れた。私がこのコースを知り、

必ず参加しようと決心するまでは早かった。内容は獣医学生向き

ではあるが、感想を読む限り行く価値は十二分にありそうだった。 

 その期待は裏切られなかった。色彩の鮮やかなレインボーロー

リーキートや、飼育個体が脱走したのではないかと思うようなト

カゲがわんさと道路脇にいるではないか。植生もまさに亜熱帯の

それであり、いつも見ている風景とは全く異なる。宿泊施設であ

るロッジには野生のリングテールポッサムが毎晩果実を食べにや

ってきた。月夜の中で飛ぶオオコウモリなどは実に美しかった。 

 実習内容も充実していた。コアラ病院でのボランティアは病気

のコアラたちのお世話を行ったがミルクや藥をあげるだけでなく、検死解剖まで見学するにとどまらず実

際にさせていただけた。コアラたちはどの子も魅力的だったが、幼稚舎のコアラたちは目もくりくりして

おり愛らしい。日本に帰ってからも子コアラに会いたいと何度思ったことか。そこで出会ったボランティ

アの方々の献身的にコアラの面倒を見る姿勢に、日本にもこのような野生動物に対する持続的な支援を行

えるような環境を整えたいと強く思った。かわいらしくて市民の意識を向

けやすいコアラも守れないようでは、オーストラリアの生態系を守ること

など不可能だという言葉が印象的であった。 

 デイビッドフレイという動物園での研修では、レンジャーさんの仕事を

手伝わせていただき、動物の習性や動物園の取り組みを教わった。動物た

ちがいかに快適に過ごせるかということに重点を置き、開放的な展示をす

るオーストラリアの動物園から吸収できることは多かった。一目で日本の

動物園のあり方について問題点が見えてくるだろう。 

 有袋類について何の知識もなかった私だったが、帰国するころにはメモ

用紙に収まりきらないほどの情報を得た。海外で生活する自信もついたよ

うに思う、ここも他のスタディツアーとは一味違うところだ。 

是非参加してほしい、そして違う世界での現場を見てほしいと思う。 
 
 

 



―野生動物ニュース― 

The Sydney Morning Herald, 2016-Feb 4th 

『Snow leopard DNA found in Chinese medicine sold in Australia』 

オーストラリアで処方されている漢方薬からユキヒョウの DNA 検出 
http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/snow-leopard-dna-found-in-chinese-medicine-sold-in-australia-20160204-gmlfi3.html 

 

 

アデレードで販売されている漢方薬にユキヒョウのＤＮＡが検出された。 

(写真: Graham Tidy, The Sydney Morning Heraldより) 

 

《要約》 

オーストラリアで購入できる漢方薬に絶滅危惧種の DNA が含まれていることが発見された。 

 

２０１２年に購入されたカプセルの試験室試験で、ユキヒョウとトラの DNA が検出された。両種は絶滅危

惧種の国際取引に関する条約のリストに載っている。 

 

アデレード大学医学部の Roger Byard(Roger 氏)は「研究生がアデレード中央市場で伝統的な中国漢方薬を購

入した。」と言った。 

 

この漢方薬は“Jian Bu Qiang Shen Wan”と呼ばれ、治療製品管理局にもリストされており、関節炎に聞くと

され、生薬として販売されている。 

 

Roger 氏は、「記載されている成分は中身の物ととても異なる時がある。」と言い、「おおよそ１３%の伝

統的な中国漢方薬に動物成分が含まれている。」と付け加えた。 

 

さらに、中央アジアから南アジアに生息している野生のユキヒョウが関節炎に効くという証拠はない。 

「ユキヒョウの鼻先から尻尾の先まで食べてもなお関節が痛いであろう。」と Roger 氏は言った。 

 

ユキヒョウの個体数は今 7000 以下とされ、そのうち 2500 体だけが繁殖に貢献している。 

 

http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/snow-leopard-dna-found-in-chinese-medicine-sold-in-australia-20160204-gmlfi3.html


ユキヒョウの DNA は偶然、アデレード大学とマードック大学の研究者たちが共同で行っていた毒物学の中

国漢方の代用実験で検出された。 

 

Roger 氏は、「この偶然の発見はとてもショックなもので、繰り返し間違いではないか確認した。」と語

った。 

 

さらに、彼はこの実験結果から犬、猫そしてネズミが材料として検出されたと明かしたが、これらは家畜

汚染によって混ざってしまったのかもしれないと言った。それでも、ユキヒョウは希少で故意に入れられ

たと信じられる、とのこと。 

 

ユキヒョウのほかにトラの DNA の形跡も検出されたが、確証が得られる証拠を研究者チームは得られなか

った。 

 

Roger 氏の一番の気がかりは、ユキヒョウの DNA が偶然に小規模な実験の一部で検出されたことである。

彼はさらに、この西オーストラリアにあるマードック大学の DNA に特化しているMike Bunce 氏が中心と

なって行われた実験は、今後発展されるであろうと言った。 

 

 「他に何が出てくるかわからない。伝統医薬には人々が知りたくない暗い影がある。」と Roger 氏は言っ

た。今年二月、ジャーナル Forensic Science Medicine and Pathology に掲載された記事で Roger 氏は、中国漢

方薬はよく絶滅危惧種の違法取引方法として、象牙などに比べて見落とされがちである、と警告した。 

 

彼は、多くの動物成分の薬としての有効性は確立されてない、それにもかかわらず、サイの角は１㌔約

560 万円で売買され、後天性免疫症候群(AIDｓ)から脳溢血まですべてに効果があると信じられており、サ

ルの頭蓋骨は痛み止めとして使われている。 

 

さらに水ガメの甲羅から抽出された物はガンの薬として使われ、ツキノワグマの胆汁は消化器官の疾病の

治療薬として使われている。 

 

《感想》 

今回、オーストラリアで販売されている漢方薬に絶滅危惧種の DNA が含まれていることが発見されました

が、自分がオーストラリアに住んでいるだけに、ここまで身近なところでこんな酷いことが起きているこ

とに驚きました。そしてどれだけの絶滅危惧種が入っている中国漢方が世界中に輸出され、人々に使われ

続けているのかと考えると、とても恐ろしく思えました。ユキヒョウやトラだけではなく、一刻も早くい

ろんな動物たちの死骸が薬として効き目がないことを消費者に気が付いてほしいものです。なんて言った

って、自由に生き生きしている動物たちのほうが数千倍私たちに元気をくれるのだから。そして何より絶

滅危惧種の個体数が回復することを願います。 

 

要約・感想担当：石黒碧海 

 

記事： 

The Sydney Morning Herald, Digital Life 

http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/snow-leopard-dna-found-in-chinese-medicine-sold-in-australia-

20160204-gmlfi3.html 
 

 

 

 
 

http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/snow-leopard-dna-found-in-chinese-medicine-sold-in-australia-20160204-gmlfi3.html
http://www.smh.com.au/technology/sci-tech/snow-leopard-dna-found-in-chinese-medicine-sold-in-australia-20160204-gmlfi3.html


活動報告 
2015年 11月から 2016年 4月末まで 

 
メディア 

1.「世界で花咲け！なでしこたち」コアラ 森に帰る日まで 2016年 3月 4日、13日（NHK BS 1） 
 

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、プレンベイル小学校と、岐阜県可児市にある可

児工業高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。 

 

野生動物保護トレーニングコース 

1.2016年 3月上旬 トレーニングコース（上級） 

2.2016年 3月中旬 トレーニングコース（初級） 

 

スタディツアー 

1.2015年 12月 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 

2.2016年 1月  横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 

3.2016年 3月  大阪府立生野高等学校 

4.2016年 3月  法政大学 

5.2016年 3月  新潟明訓高等学校 

 

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等) 

 

寄付  

1. モギルコアラ病院（クイーンズランド州環境遺産保護省）：＄3,170 

2. イプスウィッチコアラ保護協会：＄200 

3.デイヴィッドフレイ野生動物公園：＄150 

 

野生動物ニュース ブログ 

ＡＪＷＣＥＦ会員ボランティアの皆さんのご協力による、オーストラリアの野生 

動物に関する政府発表や英字新聞記事を日本語で紹介するブログ活動。 
 

 
 
 
 

AJWCEF ブログで

検索！ 



 ＡＪＷＣＥＦスタッフ紹介 

 
EMI 

こんにちは、Emi と申します。現在大学で生物学を学んでいます。昔からオー

ストラリアの生物が好きで興味があり、2014 年度のトレーニングコースに参

加して、オーストラリアの生態系の現状、そしてその保護について、たくさん

のことを学ばせてもらいました。現地で野生動物のために働く人々と数日間活

動している間、きっと実際にこの目で見なければわからなかっただろうと思う

ことがたくさんありました。日本にいるままでは知ることのできないことがま

だまだたくさんあるのだと思います。 

英語が得意だ、とは決して言えない私ですが、現地の言葉で書かれたニュース

を読むのは自分の英語力を伸ばすことにも繋がるかなと考え、ブログ記事作成のお手伝いをさせてもらう

ことにしました。よろしくお願いします！ 
 

藤井佳代 

ブログメンバーの藤井佳代です。私は、子どものころから動物に関心があり

ましたが、オーストラリアへの旅行で現地の動物と出会ってから、オースト

ラリアの動物が大好きになりました。そして、もっといろいろなことが知り

たくて、専門知識はないのですが、２０１４年の夏、初級のトレーニングコ

ースに参加しました。そこで、コアラをはじめとする野生動物の危機的現状

や保護活動の様子を知り、衝撃を受けました。それまで動物園で見ていたか

わいい動物たちが、野生ではたいへんな状況にあること。地元の人たちが、

献身的に動物の保護活動を行っていること。観光旅行では知り得ないことを

たくさん教えてもらいました。 

人間のせいで困っている野生動物は、オーストラリアだけではありません。今起きている問題に目を向

けて、私にもできることを探していきたいと思います。 
 

石黒碧海 

初めまして、こんにちは。皆さんがオーストラリアに来られた際に、お手

伝いをさせて頂くことになりました、石黒碧海(あおみ)です。 

小さいころから自然や動物が身近だったからか、物心が付いたころから動物

が大好きでした。その頃は学校よりも、家よりも、自然の中にいるのが一番

居心地がよかったのを今でも覚えています。 

高校を卒業した後、オーストラリアのジェームズクック大学の動物学を専

攻しました。大学では海洋生物から陸上生物、生態学やコンサベーションも

勉強しました。そして今年 3 月に無事大学を卒業しました。 

オーストラリアに来て早 4 年、幸運な事に今は、野生動物と触れ合い、野生

動物の事を考え、語り、そして人から人へ野生動物の現状を伝えられる場所、

AJWCEF に出会えました、そして今はその一員になれた事を幸せに思います。 

まだまだ未熟で拙い私ですが、皆さんどうぞよろしくお願いします。一人

でも多くの人が野生動物に気の使える人になる事、そして一匹でも多くの野

生動物がありのままでいてくれる事を願っています。 
 

 
 
 
 

 
 
 



イベント情報 
主催：AJWCEF 

野生動物保護トレーニングコース（初級） 

開催期間：2016年 8月 29日（月）～9月 11日（日）14日間 

 
参加者一次募集：2016年 4月 15日～6月 15日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は AJWCEFホームページにてご確認ください。 

 

 

 

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。 
 

ニューズレター発行元 

オーストラリア野生動物保護教育財団本部事務局 

発行責任者 水野哲男 

編集担当 平野聡美 

ホームページwww.ajwcef.org 

住所 PO Box 1362 KENMORE,  
QUEENSLAND, 4069, AUSTRALIA 

電話    +61 7 3195-4749   
FAX   +61 7 3374-3531 

 
 

 
 

クイーンズランド州立コアラ病院、同州立デイビッドフレー野生動物公

園、クイーンズランド大学などにおいて講義や実習を行います。日本では

まず不可能な有袋類（コアラやカンガルーなど）、単孔類（カモノハシや

ハリモグラ）の飼育管理実習や臨床実習が豊富に入っています。特に病気

や事故で亡くなったコアラなどを活用した解剖実習などもあり、コース参

加者の皆様には日本だけでなくオーストラリアの動物獣医関係の学生や教

員でもほとんど機会の無い非常に貴重なご経 験を提供いたします。また、

生後間もないコアラやカモノハシの孤児たちを育てているケアラーの方た

ちを訪問し、オーストラリアの野生動物保護における市民 の関わりなども

学んでいきます。 

 

http://www.ajwcef.org/
http://www.ajwcef.org/

