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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。 

AJWCEF のパートナー施設の一つに野生動物救護リハビリ教育協会（Wildlife Rescue, Rehabilitation and 

Education Association）があります。Trish LeeHong さんがこの施設の前身となる野生動物救護リハビリ

センターを設立され、その後今の形になりました。Trish さんは政府などからの支援をほとんど受けず、

病気や怪我をした野生動物や、様々な理由で親を亡くした野生動物の孤児たちを引き取り、自然に帰るこ

とができるまで世話をされています。特にカンガルーやコアラなどの有袋類では母親の妊娠期間が約 35

日と短く、新生児は非常に未熟な状態で生まれてきます。よって、母親が不幸にして亡くなり、子供が生

き残った場合、しばしば人間の場合の早産による未熟児の介護と同じような手厚い介護が必要になりま

す。例えば、昼夜を問わず、2 時間おきに授乳や排泄を促す世話が必要になり、寝る間もないとのことで

す。Trish さんは昼間こそ若干名のボランティアの手伝いを受けていますが、夜間はほとんど一人で、時

には 50 頭を超す野生動物たちの世話をされているのです。 

 

さらに驚くことには、この日常の作業の傍ら、Trish さんは未だ良く解明 

されていないハリモグラの生理や行動に興味を持たれ、クィーンズランド 

大学大学院で博士号の研究を行い、つい先ごろ博士号論文を大学へ提出さ 

れました。彼女は、「回復した動物たちを自然に戻すとき、元気に自分か 

ら遠ざかっていく姿を見ることが何よりの幸せで、私を慕って戻ろうと 

する動物がいないことを願っています。なぜなら彼らにとって最も危険な 

場所は、残念ながら人間であり、人間社会であるからです。」とよく言わ 

れます。 

 

人には様々な生き方や人生観があります。物質文明の産物ともいわれる消費社会に生きる我々は、時に物

を得ることが人生の成功の証であるかのように考えがちです。しかし、Trish さんを見ていると、人生の

価値について改めて考えさせられ、彼女の生きることへの幸福度、満足感そして心の高さははるかに高い

ものがあるように思います。 

 

AJWCEF はこの様な人に知られず、黙々と草の根活動を行っておられる方々を少しでもご支援できるよ

う、これからも活動を続けてまいります。今後も AJWCEF の活動に皆様のご支援を賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。 

 

 

オーストラリア日本野生動物保護教育財団 

Trish LeeHong さんの自宅で

人工哺乳されるハリモグラの

孤児 



石原陽 北里大学獣医学部生物環境科学科 3 年 

各実習・見学施設においてボランティアと書かれているスタッフジャケットを羽織

っている人が多く見られました。また、施設の運営面にかかっている費用はほとん 

    

2018 年 8 月トレーニングコース体験談 

（初級） 
 

Y・O 大学生 

最も印象に残ったことは、コアラの解剖です。

日本にいては絶対にできないことだし、このト

レーニングコースに参加したからこそ経験でき

たことです。コアラはユーカリという毒素を含

む植物を食べるので解毒するために盲腸の割合

がとても大きいこと、聞いただけでも納得はで

きるけれど、実際に自分の目で見ると鮮明に記

憶に残るので、このような貴重な体験をさせて

いただいて、とても感謝しています。 

M・K 大学生 

英語はあまり得意ではないけれど、自分の質問も通訳をしてくれたの

で、後悔なく疑問に思ったことや知りたいと思ったことを聞くことが

できとてもおもしろく、楽しかったです。 

実際に自分で海外の状態を、見たり現地の人に聞くことで、いろんな

国の常識の目で客観的に日本を見ることで良いところや改善するとこ

ろが分かることに加えて、続けていくべきことや改善策やよりよくす

る工夫のヒントをもらうことができると今回とても強く思いました。 

A・O  大学生 

《David Fleay Wildlife Park》 

初めて自分の目で見た海外。オーストラリアでの動物の飼育環境には驚きました。防鳥ネットがなく、野鳥を含 

めた生態系展示、環境エンリッチメントの充実、とにかく開放的な空間が動物達に与えられていると感じました。 

野鳥が入ってくる事で病気の侵入のリスクは高いけれども、国の施設であるからこそ感染症等の発生初期を知る 

鍵となっているというのは、オーストラリアの動物の健康を守る為にはとても大切なのだろうと思いました。 

カモノハシの生態については、鳥類と哺乳類のそれぞれの特徴を少しずつ掛け持つ、汗の様に全身から出る母乳 

等、面白い生態を知る事が出来ました。エソグラムをしながら、実際に採食する姿を見る事が出来たのも良い経験でした。 

藤本 郁海 大学生 

今回参加して日本の野生動物への考え方や動物園・水族館

が遅れていることはわかりました。ただ私はまだ日本につ

いて表面しか知らないと思うので、日本に帰り、日本の環

境や生態系、日本の動物園・水族館について勉強して、し

っかりと日本のことも話せるようになります。そして、そ

れからオーストラリアや世界と比べて行こうと思います。 

 

                        

 

 

澁川 奈生 大学生 

今回、初めて自分の好きな分野において日本を客観的に見ることができ、驚きや発見が多くありとても考えさ

せられました。最初の数日間は何もかもが日本とちがい、新鮮でした。しかし、よくよく考えてみると全てが

日本よりもいいということではなく、広大な土地があるオーストラリアだからこそできることもあることに気

づきました。この上で日本では今後野生動物の保護に対する考え方だけではなくペットに対する考えをどのよ

うに変えていくべきなのか、また日本における動物の飼育環境の向上を図るためにはどこから切り込んでいく

べきなのかより具体的に考えるようになりました。 

 

H・T  大学生 

環境と野性動物、人との関係について興味があり参加した。野性動物

の飼育、展示動物(動物園生まれ動物園育ちの動物)の飼育の違いについ

て、それと同時に生態についても学べた。 

どが寄付によって賄われていると伺いました。

これらは国・地域全体が、保護保全に対しての

相当な認知と意識がないとできることではない

と思います。言葉で言えば当たり前のように聞

こえるかもしれませんが、実際に動いて活動を

成り立たせるということの、その多くの心にと

ても感銘を受けました。 

まだ将来どうするかは考

えてはいないが、学生の

間に他の国にも行ってた

くさんのものを見たいと

思っています。 



-タスマニアンデビル- 

皆さんこんにちは！ 

今回は“黒い悪魔”とも呼ばれてい 

るタスマニアンデビルについてお話し 

していこうと思います！ 

名前の由来ですが、夜に餌の取り 

合いする時の唸り声が悪魔のように 

聞こえたこと、夜の暗闇に身を隠すために真っ黒な姿であるこ

とから、デビルと名付けられました。 

現存している肉食有袋類では最大で、餌は主に動物の死

骸です。タスマニアンデビルが食事を終えた後は、骨も皮も何

も残りません。強い顎で、骨もすべてかみ砕いて食べてしまい

ます。 

 

そんなタスマニアンデビルはもともとオーストラリア本土でも生息

していましたが、現在、野生ではタスマニアのみに生息してい

て、IUCN (国際自然保護連合)によって絶滅危惧種として

指定されています。個体数が減少している理由は大きく分け

て 2 つあります。まずは交通事故です。多くの動物達が道路

を渡る際に車との接触事故によって命を落としていますが、タ

スマニアンデビルは交通事故に遭った動物の死骸を食べに道

路まで来てしまうのです！道端で死骸を食べる黒いタスマニア

ンデビルは車からは見えにくいため、交通事故に遭って死んで

しまうという負の連鎖を生んでいます。 

 

そしてもう一つの原因は、デビル顔面腫瘍性疾患 (Devil 

Facial Tumour Diseases / DFTD)です。これはタスマニ

アンデビルにのみ発症する癌で、世界でも数少ない感染する

癌でもあります。感染というと、ウィルスなどの感染と同じように 

 

 

 

 

 

  
動物大好きの部屋 

聞こえますが、これは顔面腫瘍性疾患を持ったタスマニア

ンデビルが、持っていない個体に噛みつくことでがん細胞を

移植し、その細胞が他の動物由来の異物であるにも関

わらず、拒絶反応が起こることなくそのまま細胞が定着

し、腫瘍となるのです。 

 

この免疫機構によって排除されないメカニズムについては

まだ完全には解明されていませんが、免疫学における

MHC（Major Histocompatibility Complex）によ

る自己か非自己かの鑑別がうまく出来ない為に、拒絶反

応が妨げられているのです。 

 

感染すると、最初はニキビほどの 

腫れができ、それが 3 か月で大 

きく腫れ上がり、口や顔、首など 

が動かしにくくなって最後には物 

を食べられなくなり餓死してしま 

います。デビル顔面腫瘍性疾患 

の治療法はまだ確立されていま 

せんが、そんな中でも私たちがで 

きることはあります。 

 

それはこれ以上個体数を減らさないように、動物との接触

事故を減らすことです。タスマニアンデビル以外の多くの動

物も車との接触事故によって命を落としています。なの

で、みなさんの身を守ると同時に動物達のためにも、安全

運転をよろしくお願いしますね！ 

 

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） 

 

デビル顔面腫瘍性疾患の写真  

University of Cambridge ; 

Transmissible cancer group 



    

活動報告  
2018 年 5 月から 2018 年 10 月末まで 

セミナー in JAPAN （2018年5 月） 

 

クイーンズランド大学 獣医学 レイチェル・アラベナ准教授 

「東南クィーンズランドのコアラ：危機に陥っているコアラを病理学的および疫学的見地から探る」 

 

AJWCEF 理事長 水野哲男（獣医学 博士） 

「海洋環境中のごみと生物への影響について」 

「AJWCEFスタディーツアー・トレーニングコースに関して」 

 

2018 年 5 月 20 日 鹿児島大学 

2018 年 5 月 21 日 岡山理科大学 

2018 年 5 月 24 日 日本大学 

2018 年 8 月 25 日 日本獣医生命科学大学 

 

 

                       

 

                   

                       

トレーニングコース（初級）の様子 

 

寄付  
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: $550 

  

 

オーストラリアスタディツアー 

2018 年8月      かにっこ海外交流訪問団（岐阜県可児市） 

2018 年8月      東邦大学付属中高等学校 

2018 年9月      日本獣医生命科学大学 

2018 年10月    専門学校ルネサンス・ペット・アカデミー 

 

 

トレーニングコース 

2018 年8月～9月    野生動物保護トレーニングコース（初級） 

 



 

トレーニングコースお知らせ  

第一回野生動物保護トレーニングコース（初級） 

開催期間 2019年3 月11 日～3 月23 日 

（一次募集期間：2018年11月30日終了 

 二次募集期間：2018年12月3日～2018年12月31日迄） 

 

第二回野生動物保護トレーニングコース（上級） 

開催期間 2019 年3 月23 日～3 月31日 

（一次募集期間：2018年11月30日終了 

 二次募集期間：2018年12月3日～2018年12月31日迄） 

 

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。 
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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 
 

 

 

主な見学・実習施設 

カランビン野生動物病院 

デイビッドフレイ野生動物公園 

王立動物虐待防止協会など 

主な見学・実習施設 

カランビン野生動物病院 

デイビッドフレイ野生動物公園 

野生動物救護リハビリ教育協会など 


