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オーストラリア日本野生動物保護教育財団会員及びご支援を頂いております皆様へ 

 

皆様におかれましては、平素よりオーストラリア日本野生動物保護教育財団（AJWCEF）の活動にご理解を賜

り誠に有難うございます。お陰をもちまして幣財団は本年９月に設立１０周年を迎えます。これはひとえに皆

様のご支援の賜物と心から感謝しております。 

 

さてこの 10 年を振り返りますと、弊財団主催のオーストラリア野生動物保護トレーニングコース（初級、上

級、海洋、専門）に４００名近くの方が参加され、オーストラリアにおける野生動物保護や救護の実際を学ば

れました。特に、日本ではご経験頂くことが難しい、単孔類や有袋類の飼育管理、臨床、繁殖、保護の実際に

ついて参加者の皆様が直に絶滅危惧種を含む動物たちに触れ、貴重な経験をされました。また、スタディツア

ーでは小学生から大学生、そして社会人の方も含め３０００名近くの方々にオーストラリアの環境や野生動物

のおかれている現状について様々な施設や地域をご視察いただきました。 

 

この様な皆様から多く聞かれました事は、「日本に比べオーストラリアでは圧倒的に野生動物が身近に居

る。」ということでした。いま日本の都市では、日常野生動物を見かける機会はほとんどなく、また、そこに

お住いの方々も日ごろから野生動物の存在を意識して生活されている方はほとんどないと思います。しかし、

その都市にもかつて豊かな自然がありました。明治時代の作家、国木田独歩の「武蔵野」には東京の武蔵野に

散りばめられた豊かな自然の美しさが、そこに住む人々と共に瑞々しく描写されています。しかし、日本はこ

の豊かな自然より経済の発展を優先し、高度経済成長により世界で有数の経済大国となりました。そして最近

は日本固有の野生動物達も人の生活や経済活動に支障をきたすとの観点から「害獣」と呼ばれています。 

 

一方、オーストラリアで固有の動物を害獣と呼ぶことはありません。 

オーストラリアでも人間社会に支障のある動物は数多く生息しています。 

例えば、毒蛇（世界で毒の強い蛇のトップ 20 種のうち約 12 種がオースト 

ラリアに棲息）やオオコウモリなどです。確かにこれらの動物が時に社会 

問題となることもあります。しかし国家や社会がこれらの動物に対し害獣 

のレッテルを張ることはありません。その一因はオーストラリア社会にこ 

れらの動物もオーストラリアの生態系の一部であるという概念があるから 

ではないでしょうか。地球の自然環境は微妙なバランスの上に成り立って 

います。そのバランスを保つためには、たとえ一種類の植物、一種類の昆 

虫、一種類の動物でもおろそかにはできません。 

 

AJWCEF はこの自然環境のバランスを健全に保つよう、これからも皆様と一緒に活動を続けてまいります。皆

様の更なるご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

枝にぶら下がるオオコウモリ 



- 私たちに何ができるのか - 

 

みなさんこんにちは！ 

「動物大好きの部屋」では、毎号様々な動物たちが直

面している問題についてお話していますが、読者の

方々に現状を知って頂くと同時に、動物や自然を護り

たいという気持ちを抱いて頂けるといいなと思ってい

ます。 

 

ただ、こんな大きな問題を私一人が気を付けても何も

意味がないし、私には何もできない。日本に住んでい

るんだから、オーストラリアで起こっていることは関

係ない…と考えている人もいると思うんです。 

そこで今回は、「THINK GLOBALLY ACT 

LOCALLY」、 

「世界規模で考え、地域的に行動せよ」という考え方

を皆さんとシェアしたいなと思います。世界的に有名

なこのスローガンは色々なところで使われています

が、日本ではあまり浸透していない気がします。 

それを強く感じるのは、AJWCEF 主催で開催するトレ

ーニングコース参加者と接するときです。参加者のみ

なさんはオーストラリアに来て、日本ではできない貴

重な体験をし、オーストラリア特有の動物について学

ばれていきます。自分の世界を広げられるとてもいい

機会だと思いますが、オーストラリアで学んだ動物た

ちの現状を日本の野生動物に当てはめて考えてほしい

と思っています。 

 

現在、日本でも問題になっているプラスチックゴミが

原因で、世界中の野生動物達が苦しんでいます。世界

規模で森林伐採が起こり、多くの野生動物達が生息地

を失っています。 

日本はこれらの世界規模の問題と無関係ではありませ

ん。 誰一人無関係な人はいないのです。だから一人ひ

とり、小さなことをコツコツと始めませんか? 

 

 

 

 

 

  

動物大好きの部屋 

地域的にでも、個人的にでも、小さなこと 

を全員がすれば大きな影響力を持って 

いるということを皆さんに感じて 

ほしいです。  

 

例えば… 

●マイバックを持つ！ 

プラスティック（ビニール）袋を最小限にして、なる

べくゴミとして出ないように…それに最近では有料化

が進んでいるところもありますので、お金の節約に

も。 

●包装が少ないものを選ぶ！ 

これもゴミを増やさないためです。大きな袋の中にさ

らに個別包装になっているお菓子とかありますよね。 

●使い捨てをやめる！ 

ビニール傘やペットボトルなど、改善できるものは

様々…。そしてこれも節約につながりますね。 

●物を大切にする！ 

長い期間使えるものを選びましょう。短期間しか使わ

ないものはセカンドハンドでも十分です。 

●いらなくなったものは捨てずにリメイク、もしくは

リサイクルショップへ！ 

服やおもちゃ、まだ使えるものはリサイクルショップ

へ持っていきましょう。 

●近い場所は車ではなく自転車や徒歩で行く！ 

など、考え方ひとつでいろんな工夫ができますし、と

っても小さなことですが、みんなができることです。 

 

皆さん、世界的に起こっている問題を見つめ、自分に

できる範囲でコツコツと野生動物や環境を守れること

を行っていってください。 

そして、日本の現状についてももっと知っていって頂

けると尚うれしいです。 

 

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） 

 



    

2019 年 3 月トレーニングコース体験談 

（初級・上級） 
 Aki 大学生（初級） 

今回見学させていただいた施設はどこも多くのボ

ランティアと寄付金により運営されているところ

を見てオーストラリアの多くの方々が動物の幸せ

を考えていることに驚きました。日本とオースト

ラリアでは、動物に対する意識の違いを感じ、今

回多くのことを教えてくださった方々のように

様々な人に伝え、知ってもらうことが大切だと思

いました。海外で動物について自分の目で見て体

験することは私の意識を変えてくれる貴重な経験

でした。この経験を将来に生かせたらいいなと思

っています。ありがとうございました。 

E・C（上級） 

Currumbin Wildlife Hospital (CWH)での実習は密度

の濃いもので、血液検査や内視鏡、レントゲン検査な

どの医療を無償で行っていることに驚きました。毎日

多くの動物の治療が行われており、哺乳類以外の麻酔

のかけ方、骨折治療の仕方など、日本では学ぶことの

できない多くのことを学ぶことができました。 

T・N  大学生（初級） 

1 週目に行ったカランビン・ワイルドライフ・サンクチュアリでは、日本ではあまりおこなわれていない野生動物の救護・ 

リハビリの過程を見ることが出来、貴重な経験になりました。傷ついた動物たちを野生復帰させることに対しての様々な 

努力や工夫には何度も驚かされました。また、自分は獣医学生なので、コアラの解剖は非常に勉強になりました。大学の 

授業で扱う動物との違いや有袋類特有の構造はとても興味深かったです。 

 

N・M 大学生（初級） 

今回オーストラリアで動物について学ぶと共に、日本における動物

保護の在り方についても考えることができた。印象的だったのは

RSPCA の見学である。RSCPA の運営費の多くは、国民の寄付によ

って賄われていた。また里親になりたいという人は多く、施設は明

るい雰囲気だった。オーストラリアの現場を見て、国民の動物福祉

への関心度の高さを感じた。意識が向上することで、動物保護のシ

ステムも整っていくだろう。自分も学んだことを日本で発信し、一

人一人が動物福祉について考えられるように促していきたい。 

H・E（上級） 

プログラムに参加して、オーストラリアでいう野生動物はオーストラリア固有種のことで、その中には政府から保護されている鳥がいたり、病院内の様子 

 

                        

 

 

Y・U 大学生（初級） 

私は初級トレーニングコースに参加して日本とオーストラリアの人々の野生動物 

への意識や概念の違いをとても感じました。オーストラリアの人々の方が生活の 

中に野生動物がいて優しい眼差しで見ていると感じました。日本でも意識が変わ 

 

S・K 神戸大学農学部応用動物学コース（初級） 

《David Fleay Wildlife Park では、カモノハシやビルビー、ツリーカンガルーといったオースト

ラリア特有の動物をはじめとした、様々な動物についての生態、餌の配合、飼育環境などを、実際

に作業をさせて頂きながら学ぶことができました。その際、それぞれの動物種または個体にあっ

た、より自然に近い環境のもとで動物を飼育していること、エンリッチメントを充実させること

で、動物になるべくストレスを与えない工夫が多くなされて 

いることに感銘を受けました。また、飼育動物を野鳥などの 

野生動物と自由に接触できる環境で飼育することにより、野 

生下で感染症などが発生した場合にいち早く察知し、対処で 

きるようにしていることについても、閉鎖的な日本の動物園 

とは全く異なっており、オーストラリアにおける野生動物の 

考え方を学ぶことができました。 

 

Y・Y（上級） 

カランビン野生動物病院ではカワセミ、ペリカン、コアラ、バンディクート、その他様々な動物を間近で見て、保定、挿管、麻酔の濃度や聴診の仕方か

ら、素早い診察と優先順位の判断など、本当に細かいところまで教えていただきました。他にも書きたい事は数え切れないほどあり、今まで見えていなか

った世界が開けたように感じます。人生の分岐点というと大げさに聞こえるかもしれませんが、私にとってはそれほど貴重で大切な経験となりました。 

 

F・C（上級） 

ゴールドコーストから二時間半くらいかけて Trish さんのおうちに 

行ってきました。Trish さんのおうちにたくさんのワラビーやカン 

ガルー、猛禽類、インコ、ハリモグラなどの動物がいて、一人でお 

世話していると思えないほどのバリエーションに驚きました。こん 

なたくさんの野生動物をお世話するのにどれくらい豊富な知識が必 

要なんでしょうと考えたら Trish さんへの尊敬が深まりました。 

をガラス越しに動物園に訪れたお客さんも見学できることで寄付金が集まっていたり、私が考えていた野生動物のイメージ

やその診療は全く違うものでした。まだ大学では臨床実習も始まったばかりで、診療に関しては見るもの聞くもの新しいこ

との連続でしたが動物病院の獣医さんや AJWCEF のスタッフのみなさんのご協力もあり、とても分かりやすく理解するこ

とができました。これからは今回の経験を生かし、広い視野を持って獣医療ができる人を目指して頑張っていきたいと思い

ます。 

 

って野生動物を助けてあげたいと思う人がもっと

増えるといいなと思いましたし、自分がそういっ

たことを発信していかなくてはいけないと思いま

した。今後の大学での学習でもオーストラリアで

感じたことを生かしていきたいです。 

 



         

活動報告  
2018 年 11 月から 2019 年 4 月末まで 

セミナー in JAPAN （2018年11 月） 

 

デイビッドフレイ野生動物公園レンジャー Mr.Clinton Brewer 

「The Aborigines of the Gold Coast Australia : A brief look at 30 000 years of history」 

「Birds of Prey in Australia: A look at Captive and Wild Specimens」 

 

AJWCEF 理事長 水野哲男（獣医学 博士） 

「オーストラリアの留学事情」 

「オーストラリアでの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について」 

 

2018 年 11 月 1 日 日本獣医生命科学大学 

2018 年 11 月 2 日 北里大学 

2018 年 11 月 5 日 麻布大学 

2018 年 11 月 6 日 日本大学 

 

 

                       

 

                   

                       

トレーニングコースの様子 

 

寄付  
野生動物救護リハビリ教育協会 $3100 

クイーンズランド大学 $200 

バッツ クイーンズランド インク   $200 

  

 

オーストラリアスタディツアー 

2018 年11月          横浜サイエンスフロンティア高等学校 

2019 年2月          日本大学 

2019 年2月～3月    岐阜医療科学大学 

2019 年3月      愛知県立刈谷高等学校 

2019 年3月      新潟明訓高等学校 

 

 トレーニングコース 

2019年3月    野生動物保護トレーニングコース（初級） 

2019年3月    野生動物保護トレーニングコース（上級） 

 



 

トレーニングコースお知らせ  

第三回野生動物保護トレーニングコース（初級） 

開催期間 2019年8 月26 日～9 月7 日 

（応募状況により2次募集を行います） 

 

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 
 

 

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 

2020年、上級トレーニングコースが新しく生まれ変わります！ 

「陸上／海洋野生動物両方の保護を中心に学びたい」「救護や治療、リハビリなど野生動物の臨床を中心に学び

たい」という皆様のご要望に応え、この度 AJWCEF 主催上級トレーニングコースを 2020 年より一新することに

なりました。 

新しいトレーニングコースでは、以下の 2 コースに分かれ、より専門的な知識や技術を学んでいただけます。 

 

 

 

 

 

 

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 

 

野生動物及び海洋生物保護に特化した

応用トレーニングコース 

野生動物の臨床に特化した 

臨床トレーニングコース 

 

 

主な見学・実習施設 

クイーンズランド大学 モートンベイ海洋研究センター 

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 

主な見学・実習施設 

クイーンズランド大学獣医学部教育病院 

カランビン野生動物サンクチュアリ及び野生動物専門病院 

野生動物救護リハビリ教育協会など 

 


