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'Hated' Australian bird dealing with invasive species 

ｈ 

revile   ののしる 
undergo   経験する 
nuisance  やっかいなひと、もの 
invasive   侵入の 
indigenous  土着の 
pest   害虫、害鳥 
propensity  傾向 
scavenge  ごみの中からあさる 
adapt   適応する 

《Vocabulary and Phrases》                           

 

オーストラリアで何十年もの間、ののしられてきた鳥/ が、イメージチェンジを経験した// 

その理由は、さらに大きな厄介者の駆除に貢献しているからだ/ 外来種のサトウキビヒ

キガエル// この鳥はシロトキであり、オーストラリアの固有種だ// 多くのオーストラリア人

から害鳥とみなされている/ ゴミ袋やゴミ箱から餌をあさる傾向があるからだ// 人の手

から食べ物を奪うこともある// 人々はこの鳥のことを「ビン・チキン」と呼んでいる// (「ビ

ン」はオーストラリアとイギリスの英語で、ゴミ箱のことである)// この鳥は現在、肯定的に

捉えられている// 彼らは毒を持つ破壊的なサトウキビヒキガエルを食べる方法を学び、

適応してきた// その結果、オーストラリアの自然生息地は恩恵を受けている// 

サトウキビガエルは 1930 年代にオーストラリアに導入された// 砂糖農家は、農作物を

荒らす甲虫を根絶するのに役立つと考えた/ 彼らの農作物を荒らしていた// しかし、

このヒキガエルは、やがて国中に急速に広がり、大混乱をもたらした// 絶滅の危機に瀕

するほど多くの昆虫や小動物を食べてしまった// 彼らの毒は、カエルやヒキガエルを食べ

るほとんどの在来動物を殺すほど強い// オーストラリアには天敵がいない/ シロトキがそ

の毒を除去して飲み込むことを学ぶまで// オーストラリアのジャーナリストによると、トキ

はヒキガエルを拾い上げて「弾き飛ばす」// そのストレスでヒキガエルは毒をすべて放出

する// そして、トキはそれを水で洗い、貪り食う// 

 

A bird that has been widely reviled in Australia for decades/ has 

undergone an image change.// The reason is that it is helping to get 

rid of an even bigger nuisance/ – the invasive cane toad.// The bird is 

the white ibis, which is indigenous to Australia.// It is viewed as a 

pest by many Australians/ because of its propensity to scavenge food 

from garbage bags and trash cans.// It even steals food right out of 

people's hands.// People nickname them the "bin chicken".// (The word 

"bin" is Australian and British English for trash can.)// The birds are 

now being viewed in a positive light.// They have adapted and learnt 

how to eat the poisonous and destructive cane toad.// As a result, 

Australia's natural habitat is benefitting.// 

 

Cane toads were introduced to Australia in the 1930s.// Sugar farmers 

thought they would help in eradicating a beetle/ that was 

devastating their crops.// However, the toads soon began to wreak 

havoc as they rapidly spread across the countryside.// They ate many 

insects and small animals to the point of extinction.// Their toxin is 

strong enough to kill most native animals that eat frogs and toads.// 

They had no natural predators in Australia,/ until the white ibis learnt 

to rid them of their venom and gulp them up.// An Australian 

journalist said the ibises pick the toads up and "flick them about".// The 

stress of this makes the toads release all their poison.// The ibises then 

wash them in water and gobble them down.// 

《Linking Logic》 

ex.) frogs and toads 

 

destructive   破壊的な 
eradicate  根絶する 
devastate  荒廃させる 
wreak   もたらす 
havoc   大混乱 
predator   捕食者 
venom   毒 
gulp up   飲み込む 
gobble down  貪り食う 
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