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皆様には平素より AJWCEF の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「ヒューマン アニマル ボンド」という言葉をお聞きになられたことはあります

か。これは人と動物の触れ合いにより生活を豊かにする「人と動物の絆」を表します。私は

オーストラリアのクィーンズランド大学の大学院で勉強を始める 1996 年まで日本で動物病

院を経営しておりましたが、その間に病院での診療業務の傍ら、ボランティアとして知的障

害のある方々が入園されている施設へ動物を連れて訪問したり、その施設で飼育されている

動物の健康管理のご支援をしたりしてまいりました。 

 

昨今、日本でもオーストラリアでも核家族化による高齢者 

の方々の一人暮らしの増加が著しく、孤独から生きる気力を 

なくされるような例をしばしば伺います。日本では高齢者の 

皆様と動物の触れ合いに関して多くの場合ペット動物（犬や 

猫）を連想されるようですが、オーストラリアではむしろ野 

生動物を連想されることが多いように思います。お一人暮ら 

しで車いす生活のお年寄りが、家のベランダに餌を食べに来 

             

 

 

 

る野生のインコやポッサム（リスの様な有袋類）を見て、次の

日にも餌を置くことを生きがいとされるお話などはよく伺いま

す。野生動物に餌をあげることへの賛否の議論はあるでしょう

が、作られた「ヒューマン アニマル ボンド」ではなく、そ

のような自然の中で人と動物が触れあい、生きがいを得るよう

な社会を少しでも多く残せるよう、ＡＪＷＣＥＦは「人と自然

のより良い共存」を目指し、これからも活動を続けてまいりま

す。皆様におかれましては今後も AJWCEF の活動にご支援を賜りま

すよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

ベランダにやって来た野生の 

ポッサム 

同じくベランダにやって来た

野生のレインボーロリキート 



Kanako (初級) 

日本では見れないオーストラリアの主な有袋類や単孔類といった希少野生動物に触れ合うことが出来たり、 

生態系について学ぶことができました。David Fleay Wildlife Park では、生息している動物それぞれの種類 

ごとに与える餌が違い、大きさも違っていました。また、毎日あげる量もその日にその動物にあった量を考 

えて餌を与えていることも知りました。カヤックでは、周りを見渡すと私の知らなかった鳥や野生のコアラ、 

大量のコウモリが生息していました。Currumbin ではワラビーにミルクをあげる体験をしたり、Currumbin で飼育している人がハリモ

グラの専門なのでハリモグラの生態系について話を聞く事ができ、貴重な体験をすることができました。Mogil Koala Hospital では、コ

アラのお世話をしたり、交通事故で亡くなってしまったコアラや蛇、亀の解剖をして、体の構造を知ることができました。オーストラリ

アでは野生動物との共存を目指していて、日本では野生動物との共存というより人間中心になっていることが今回のオーストラリア研修

で感じました。私たちも野生動物との共存を考えつつ接して行くべきだと思いました。 

 

 

2018 年 3 月トレーニングコース体験談 

（初級・上級） 
 

かろり（上級） 

英語力がなければ、獣医の知識もない。ただ動物が好きで、動物

のことを知りたいという思いだけで上級トレーニングコースに参

加しました。待っていたのは素敵すぎる日々。座学では得ること

のできない技術、知識、感情を五感すべてで感じて学習できる毎

日でした。また、自分について考える機会も頂きました。私はこ

の研修に参加したことでオーストラリアや野生動物の知識を得た

だけではなく、将来の夢が固まり、残りの大学生活をどう有意義

に使うかをプランニングできました。もし参加しようか迷ってる

方がいたら、ぜひ参加してほしいです。絶対に後悔しません。 

 

M・A（初級） 

英語が喋れず不安でしたが通訳の方が 

いてくれたので安心して実習が受けれ 

ました。また、獣医系の内容かなと不 

安でしたが知識がない自分でも分かり 

やすく説明してくれたので大変分かりやすかったです。 

 

M・I （初級） 

この二週間で確実に自分の中で動物に対する考え方が変わったの

がわかりました。まずびっくりしたのがオーストラリアに住む

方々のボランティア精神。私たちが訪れる実習先には必ずボラン

ティアの方がいらっしゃって日本との大きな違いを感じました。

野生動物の治療は必ず無料であるというところにも感銘を受けま

した。また日本の動物園は個体展示であるのに対し、私たちが訪

れたオーストラリアの動物園は生態系展示で柵で囲まれたコンク

リート床の部屋にいる動物は全くいなくてこういう展示の仕方が

土地面積の限られている日本でできないのかなと考えさせられま

した。私が三年生や四年生になってもっと専門的知識を身につけ

たら上級コースの方にも絶対参加したいと思ってます。素晴らし

い仲間とも出会えて、濃い貴重な二週間を過ごさせていただきあ

りがとうございました！ 

 

Y・S（上級） 

野生動物孤児のケアラーさんのお宅では、ハリモグラの人口哺乳

という大変貴重な経験をさせていただきました。保護されてハリ

モグラには申し訳ないですが、おそらく、日本人でハリモグラの

人口哺乳をしたことのある人はめったにいないだろうと思うと、

少し自慢げに感じています。動物種や成長過程に合わせて、飼料

や飼育方法を変えるきめ細やかな対応には、終始頭が下がる思い

でした。また、動物たちの世話をしながら大学で学位を取られた

ことに、非常に感銘を受けるとともに、自身や勉学に対して身の

引き締まる思いでした。 

 

 岐阜大学応用生物学部生産環境科学課程 吉田南海（上級） 

           上級では初級に参加した時よりさらに、動物、環境について詳しく知り動物、環境、社会のかかわりのバランス             

 

 

を取って行くことの難しさや、日本とオーストラリアでのそれらについての関わり方のちがいなどについてより

一層考える機会を与えてもらったと感じています。スタッフの方々や病院の方たちが分からないことなどを聞く

と親切に教えてくださったのでそれぞれの実習についてよく理解しながら行うことができました。また、オース

トラリアでサポートしてもらいつつ自分たちで生活したことで日本とオーストラリアの違いを再発見することが

できとても楽しかったです。 



-野良猫が壊すオーストラリアの生態系- 

 

 

 

 

 

 

 

 

アでも、ペットとして多くの猫が飼われています。

しかし一方では、野生化してしまった猫 （野良猫）

が生態系を壊しつつあります。オーストラリア固有

の野生動物達を捕食・攻撃してしまっているからで

す。 

 

オーストラリアには独特な生態系があり、有名な動

物と言えば、コアラやカンガルーなどの有袋類、そ

れに、爬虫類や両生類などもいます。 

そんな固有の生物が多く生息しているオーストラリ

アで、野良猫は主に小型の 

哺乳類 （バンディクートやフ 

クロアリクイなど）や地上で 

生活をする鳥類 （ナイトパロ 

ット/ ヒメフクロウインコ）、 

トカゲ、カエル、魚類や昆虫など幅広く捕食してい

ることが分かっています。捕食されている動物の中

には絶滅危急種や危惧種として指定されている動物

も含まれています。 

 

 

 
動物大好きの部屋 

高い狩猟能力を持ち食欲旺盛な猫は、調査によ

ると、現在オーストラリア全土に約 200 から

600 万頭いるとされていて、ある新聞 (The 

Guardian) ではオーストラリアの約 99.8%の土

地に野良猫が生息し 

ているという記事ま 

で出ています。一頭 

が一日に数頭の野生 

動物を捕食している 

と考えると、単純計 

算でも一日に一千万頭以上の野生動物が犠牲に

なってしまっていることが分かります。日本で

も、もしかしたら野良猫によって、日本固有の

動物達が知らない間に絶滅してしまっているか

もしれません。現に、外来種の捕食動物によっ

て多くの日本固有の野生動物が絶滅の危険にあ

ります。 

当然ながら、家猫も野良猫も同じ種類の動物で

す。 

夜、家猫を外に出してあげている家も多いと思

うのですが、猫は夜行性なので夜間に活発に狩

猟をします。そして多くの野生動物も夜行性で

す。どんな猫でも狩猟本能は必ず残っていま

す。ですから、他の動物が傷つかないために

も、家で飼っている猫は、夜は外出禁止でよろ

しくお願いします。 

 

AJWCEFホームページの「動物大好きの部屋」では様々な野生動物についての 

お話がご覧になれます！（http://ajwcef.org/category/room-for-animal-lovers） 

 

日本で猫ブームが巻き起こ

って久しいですが、今回は

皆さんにも身近な存在、猫

ちゃんについてお話しして

おこうと思います！ 

日本同様に、オーストラリ 



 

活動報告  
2017 年 11 月から 2018 年 4 月末まで 

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） 

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」 

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」 

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」 

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」 

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」 

 

 

セミナー in Australia （2018 年4 月） 

 

講師：AJWCEF 理事長 水野哲男（獣医学 博士） 

2018 年 4 月 26 日 ICC 国際交流委員会 「野生動物保護と国際関係、日本とオース

トラリアの例」 

 

                    オーストラリアスタディツアー 

                      2017 年11月     横浜サイエンスフロンティア高校 

                      2018年3月        新潟明訓中・高等学校 

 

                    野生動物保護トレーニングコース 

                      2018 年3月上旬    トレーニングコース（上級） 

                      2018 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・上級の様子 

 

寄付  
モギルコアラ病院（クイーンズランド州環境遺産保護省）: $980 

イプスウィッチコアラ保護協会: $300 

オーストラリア野生動物救護リハビリセンター: $2200 

  

 



 

トレーニングコースお知らせ  

第三回海洋生物保護トレーニングコース（初級） 

開催期間 2018 年8 月19 日～8 月26 日（一次募集2018年5月31日まで！） 

 

第四回野生動物保護トレーニングコース（初級） 

開催期間 2018 年8 月27 日～9 月8日（応募人数がほぼ定員に達しましたので、キャンセル待ち

となる可能性がありますことをご了承ください。） 

 

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 

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 井手口彩 

ホームページwww.ajwcef.org 

住所 PO Box 1362 KENMORE, 

QUEENSLAND, 4069, AUSTRALIA 

電話 + 6 1 7 3 1 9 5 - 4 7 4 9 

 

会員 (個人 • 法人) 募集 及び 支援寄附のお願い 
 

 募集中！ 

 


