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「パートナー の怒りの沸点が高い時の対処法 (アンガーコントロール)」 
心理カウンセラー バーカーユミ 

近年オーストラリアでは DV(ドメスティックバイオ

レンス)による離婚や問題が増えています。そこ

で、DV とまでいかなくても、夫や妻の怒りが必要

以上に暴発的でコントロールが効かないときにでき

る対処法を数回に分けて書いていきたいと思いま

す。相手だけではなく自分の怒りにも、顧客相手に

も応用できます。問題が小さいうちに対処できるコ

ツにもなりますので参考にしてください。

１ 怒りは放置しても消えない 

時間が解決するとか、落ち着くまで深呼吸をし

たり、水を飲んだりという対処法は小さな怒り

には効果的です。しかし、それらは怒りを消し

たのではなく、あくまでも対処療法で収めただ

けです。繰り返す場合は限界があります。相手

がなぜコントロールできないほどの怒りを感じ

てしまうのかの原因をつかみ、それを解消する

方法を探ることで怒りのコントロールをしやす

くする環境を整えることが大切です。 

相手の怒りはなんであれ、理由があってのこと

です。 

特に夫婦間ではそれを忘れがちです。「怒りっ

ぽい人」「急に怒る相手が悪い」「大した理由

でもないのに怒る方が悪い」「性格が悪い」

「こっちも腹立たしい」「理不尽だ」と言い返

せば、火に油を注ぐ大喧嘩になります。正誤善

し悪しは別として、相手には相手なりの理由が

あるということをまずは認識してください。 

  ２ とりあえず謝っても解決はしない 

  怒りの沸点が高い人が相手のときは、大喧嘩 

を避けるために、とりあえず謝ってその場

を取り繕うことも多いかもしれません。謝

罪の繰り返しも、その場しのぎにしかなり

ません。相手の怒りの原因が取り除かれな

い限りは、また怒りの暴発（いわゆるキレ

る）を繰り返します。 

あきらかに表面的な言葉だけの謝罪は、時

に怒りは収まるどころか、行き場のない怒

りがエスカレートして本当の暴力に発展し

かねません。 

３  今日からできる 

アンガーコントロール最初の３ステップ

カウンセリングテクニックの一種ですので

最初から完璧にやろうとは思わないでくだ

さい。

また、これはまだ問題が小さいうちには効

果的ですが、身動きできないくらい罵倒さ

れている場合、すでに暴力で被害を受けて

いる場合は、この限りではありませんので
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オーストラリアでの日本語通訳、翻訳について

でソーシャルワーカーに相談してください。 

その１「パートナーの怒りの理由や原因を探り

同情する」 

正誤や事実関係ではなく、相手の怒りの本当の

気持ち（感じ方、感情）を読み取ります。 

例えば相手の怒りが暴発した理由は「飲酒」で

はありません。飲酒に向かわせた理由、または

飲酒で閉めていた蓋が開いて怒りが放出した理

由があるはずです。それに対して批判ではなく

同情を感じてみてください。それを言葉に出し

て伝えることができればなお良いです。 

その２「怒りのパターンを知る」 

相手の怒りはあなたにぶつけられたとしても、

怒りの原因はあなたではないかもしれません。

でも、あなたのひと言や態度がきっかけになっ

た可能性はあります。 

まずは相手の怒りの暴発のきっかけになった地

雷ワードや地雷アクションを日頃からチェック

して、それを避けるように工夫します。 

Q どんな時、何を言ったときにパートナーの

怒りが爆発しましたか？ 避けるにはどうしま

すか? 

その３ 適切な行動をとる 

相手の怒りの場合「共感し適切な返事をし、謝

る」、本当に自分が悪いという事実がなければ 

謝罪はしないほうが良いのですが、相手がそれを

望むなら、またはそうしないと身の危険を感じる

なら謝ってください。本来はあなたに謝るべき事

実があるなら、そのことに対してだけ謝ります。

適切な返事は謝ることだけとは限りません。相手

の様子をみて、相槌や反応が欲しそうならそうし

ますし、ひとりになりたそうなら相手から見えな

いところに移動します。興奮して話している相手

を途中で遮ったり、意見を言うのは禁物です。 

アンガーコントロールのカウンセリングでは怒り

を心理テストでタイプ分けし具体的なコントロー

ル法を探っていきます。ご自分の怒りのコントロ

ールが難しいと感じる方、人間関係や生活に支障

を感じる方は早めにカウンセラーにご相談くださ

い。

次回は上記のステップをもう少し詳しく解説して

みます。 

こんな時はどうすればよいの？こんな時はどう考

える？などもしこの紙面で訊いてみたい心理や悩

みがあったらこちらに送ってください。感想もお

待ちしています。→ Info@nijinokai.com.au 

バーカー ユミ 

パース日本語カウンセリングルーム 

国際結婚悩み相談室 
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去年 12 月号のニュースレターでヘザーグラ

スさんの記事、通訳豆知識にてオーストラ

リアにおける通訳を求める権利が紹介され

ました。今回私は全国翻訳、通訳者検定機

関 NAATI について主に個人的経験からお話

したいと思います。

NAATI とは National Accreditation Authority 

for Translators and Interpreters の略称で、

その名の通り、翻訳、通訳者の資格を認定

する機関です。多数の移民からなるオース 

トラリアとしては質の高い信頼できる翻訳、通訳

者の確保は必要不可欠でしょう。NAATI は連邦

政府、及び州政府に支えられた公的機関です。

NAATI 承認の通訳者は２レベルに分かれます。 

Certified Interpreter：大卒以上の学歴があり、

主に専門分野のある通訳者が承認されます。司法
関係の通訳はこちらのレベルが望まれます。 

ウッドクラフト葉子
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Provisional Interpreter：仮通訳レベルは一般

通訳、専門知識を必要としない会話の通訳が出

来ます。 

翻訳の承認は通訳とは違い、言語一方方向です

。一般的には母国語がやはり強く、外国語から

母国語に翻訳するケースが多いようです。外国

語と母国語の両方向に翻訳できる翻訳者もいま

すが、そういった方は言語学の学問的な仕事を

している方が多いのではないかと思います。 

例えば日本の書類をオーストラリア政府に提出

する場合、Japanese into English、日本語を英語

に変換できる翻訳者が必要になります。 

オーストラリアの書類を日本へ提出する場合は

English into Japanese の翻訳者が必要です。

私は 30 年程前に移住したてのころ、NAATI の

通訳のテストを受けたことがあります。検定試

験を受けて、試験に合格した場合は名前を
NAATI Directory、 翻訳、通訳者名簿に載せる

ことが出来ます。この名簿に名前を載せ続ける

にはライセンスの更新の様に、毎年 NAATI へ

お金を払う必要があります。 

当時私が取った資格は Provisional Interpreter 

同等レベルになりますが、資格が取れた後に政

府が運営していた Telephone Interpreting 

Service (TIS) に登録、通訳の仕事を何度か受け

ました 。TIS は 1991 年に政府の翻訳部門と合

併して Translating and Interpreting Service (TIS) 

に改名されました。当時私はフルタイムで事務

職をしていたのですが、勤務先の会社に電話が

かかってきた事もあり、仕事が回ってきても取
れず、こなす仕事の数が少ない契約者を減らす

という理由で後に TIS から解雇されました。通

訳で生活できる見込みもなく、NAATI  名簿の更

新も停止しました。 

９０年代初めの頃はパースのセントラル TAFE

で日本語通訳の講座もあり、バブル崩壊後では

あったものの、まだ日本の経済力の影響が残っ

ていました。 

今となっては何を教わったのか覚えてないの

ですが、6 人ほどの日本人と短期の講座を受

けました。 

TIS の研修会の際には、通訳者は感情を入れ

るのは禁物で、テープレコーダーの如く言わ

れた事を他言語で繰り返す、それが仕事で

す、と言われたのが強く印象に残っていま

す。仕事の後に一緒に食事に行くなどの行動

も控えるように言われたと記憶しています。

いや、わたしの母国の人はそれだけでは満足
しない、それ以上を期待している、と反論し

ていた他国の通訳者もいました。義理人情の

社会に慣れた日本人にとっても通訳者が冷た

いと感じられる場合があるかもしれません。

しかし通訳者が顧客に同情したり、個人的な

意見を発するのはご法度なので、その点を理

解して通訳者と接して頂けたらと思います。 

リーガルエイドなどで通訳を要請した場合、

TIS などのエージェント、その他の斡旋会社

によって通訳が手配されます。リーガルエイ

ドと斡旋会社の間では NAATI 承認の通訳者を

送るように契約が結んである訳ですが、何ら

かの理由で NAATI 名簿に名前の乗っていない

通訳者が使われる事があります。もしも通訳

者の能力不足が顕著に見られた場合には、そ

の通訳者が今後使用されないよう通訳斡旋会

社に伝える必要があるので、クレームを入れ

る事をお勧めします。面談当日通訳を要請し

た場合はおそらく TIS の他州の通訳者に電話

が繋がれると思われます。
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パーカー真由美 （協力会員） 

事務局だより 

はじめまして。虹の会, 協力会員のパーカー真由美です。パースに住

んで 26 年目になります。障害に関わる仕事をして 10 年以上になり、

現在は障害を持った子供達をサポートするプログラムやキャンプをコ

ーディネートする仕事をしています。先日虹の会の会報で発達障害サ

ポートの記事を読み、何かお手伝いできないかと思い入会申し込みを

しました。パースで言葉の壁、文化や考え方の違いなど、苦労されて

いる方も多いかと思います。自分の経験が困っている方の役に立てれ

ば嬉しいです。 

このところ春めいてきましたが、皆様、お変わりありませんか。ここ西オーストラリア州では

新型コロナ感染も落ちついてきましたが、東部の州では感染規制が再度強化されてきていま

す。コロナ慣れしないで気を抜かずに毎日を過ごしたいものです。 

新型コロナウィルス感染防止のためケア訪問活動は中止しておりましたが、ナーシングホーム

などの施設に入居している方の訪問は、事前に手配して訪問を再開しました。予定していた講

習会や２０周年記念事業、後期のプレイグループ訪問などは延期していますが、１０月３日に

は総会を開催する予定です。虹の会は８月３１日を持ちまして年度が終了し、９月１日から新

年度が始まります。つきましては、総会までに新年度の会費を納めていただければ事務処理上

とても助かります。 

以前から虹の会では不適切な日本語通訳の派遣に関して相談を受けていました。これに関し

て、Legal Aid WA ・裁判所などの政府機関や通訳斡旋会社にも、適切な通訳の斡旋・苦情処理

システムの見直し＆改善などを要請しました。また、オーストラリア政府の試験的な新ヴァー

ジョンの MyGov（１００か国以上の言語に対応）に対しても、日本語の翻訳が不正確というこ

とを伝えました。MyGov というホームページは、政府の各種のサービスやサポートなど情報が

掲載されていますから、英語の理解に問題のある人々にとって、これが正確にアップデートさ

れれば本当に便利になります。

虹の会では、ボランティアの応募はいつでも受け付けています。詳細については、このニュー

スレターの最終ページ、またはホームページ（www.nijinokai.com.au）をご覧ください。

メンバー紹介

西豪州の通訳者は現在 3 名、仮通訳者は 4 名

が NAATI の名簿に載っていますがその内何人
が斡旋会社に登録して通訳業をしているかは

不明です。オーストラリア全国では、西豪州

の７人を含め１００人が日本語通訳もしくは

仮通訳者として登録されています。 

NAATI Directory はオンラインで誰でも見るこ

とが出来ますので、もし重要な商談や契約な 

どに通訳、翻訳者が必要な場合は斡旋会社を

通さず翻訳、通訳者に直接連絡をして仕事依
頼の交渉をすることも可能です。NAATI ウエ

ブサイトは www.naati.com.au 

上記の NAATI ホームページに Find A 

Translator / Interpreter の項目があり、日本

語の翻訳、通訳者の捜索が出来ますので興味

のある方は調べて見て下さい。 

http://www.nijinokai.com.au/
http://www.naati.com.au/
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ü ビジネス・会社の税務 

ü ビジネス・会社の経理業務 

ü 独⽴・起業のご相談

ü 新規ビジネスの設⽴・登録 

ü ビジネスコンサルティング 

ü 税⾦やビジネスに関する各種ご相談

ü 個⼈のタックスリターンや税務相談

 

 

タックスエージェント登録番号 24694713

JCM Tax and Business Services Pty Ltd 
www.jcmtabs.com.au	

税⾦やビジネスに関するご相談は⽇本語で！ 

初回ご相談およびお⾒積もりは無料です！ 

パースの⽇本⼈公認会計事務所 

JCM タックス&ビジネスサービス 

www.jcmtabs.com.au  

お問い合わせは⽇本語でどうぞ 

info@jcmtabs.com.au 

0435-344-969 

 

編集後記 
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編集後記 

最近の楽しみは、空港近くにできたコスト

コ(costco)にお買い物に行くことです。

テレビにお洋服、キャンプ商品とあらとあ

らゆるものが売っています。最近人気の商

品や気になる商品も多く、見て回るだけで

１時間くらい楽しめます。

食べ物に関しては、美味しいものも多く大

好きですが、何せ売っている量が多い！ん

です。なので、お友達と一緒に行って、量

を半分っこしたりしています。行ってみた

いなと思っていらっしゃる方、声をかけて

ください、ご一緒しましょう。

あき タリー 
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ようこそ「サポートネット虹の会」へ 

ボランティア団体「サポートネット虹の会」は、西豪州政府の認可を受けた非営利・非宗教の社会福祉法人です。 

「サポートネット虹の会」は「私たちにお役に立てることはありませんか」の精神に則り、パース地域社会の日本

人、国際結婚をした日本人の家族、その他の人たちのより良い相互サポートを目指して、私たちの出来るサポート
の充実化に日々努力を重ねています。 

高齢で一人暮らしの人が病気や事故に遭遇して、即手助けが必要な場合、障害を持つ人たち、一人暮らしで緊急時

に家族の助けが得られない人などを、組織的にサポートしています。 

また外国で暮らす日本の子供たちに、歌や遊びを通して日本の文化を伝えるサポートをしています。 

  （１）生活情報の提供、紹介    移住後間もない方、学生、ワーホリの方たちのために。 

  （２）医療情報の提供、紹介    医療システムなどが分からない方たちのために。 
  （３）高齢者への支援  ケアチームによる定期訪問、見守り、コミュニケーション（家族との連絡、

      専門家との連携）、実際の介護は含みません 

  （４）妊娠・出産サポート      妊娠直後～生後３ケ月のお子さんを持つ親へのサポートをします。 
  （５）子育て相談          子育てに関しての悩み事などのご相談、何でも結構です。 

  （６）病院、ナーシングホームなどへの見舞い、お手伝いなど 
  お近くに入院なさっている方がいて、訪問、お手伝いなどを希望される方 

  への付き添い、送迎 

  （７）プレイグループへの支援  日本人プレイグループへの支援を行なっています。 
  （８）その他のサポート （１）～（６）以外のサポートにも相談に応じます。 

  （９）メール相談  上記（１）～（７）までの相談事を含む、さまざまなメール相談を行って 

います。外国暮らしの中で困ったこと（例えば、ドメスティック・バイ 
オレンスなどの緊急避難や子育てに関すること）、悩み事をおもちで相談

相手の欲しい方、生活上のヒントなどをお求めの方は、お気軽にご連絡く
ださい。

Mail: info@nijinokai.com.au 
【会員】 

「虹の会」には次のような会員の種類があります。日本語が話せれば、国籍に関係なく誰でも参加できます。 

入会希望者は「虹の会」事務局に御連絡くだされば入会申込書を差し上げます。 

・ 正会員（＄30）パース近郊に在住し、1 年以上ボランティア活動ができる方
・ 準会員（＄20）パース近郊に在住し、1 年未満ボランティア活動ができる方

・  学生会員（＄10）学生ビザと学生証を所有し 1年以上ボランティア活動ができる方
・  賛助会員（個人＄20・法人＄30）会の趣旨に賛同し、資金面で援助をする個人および法人

・  協力会員（不要）資格、経験を生かして会の活動に協力する個人および法人

・  登録会員（不要）サポートを受けたい方、あるいは将来サポートを受けたい方
【支払い方法】 

  小切手の場合：宛て先 Support Net "NIJI NO KAI" Inc. / 送り先 P.O.Box650,Nedlands WA 6909 

  銀行振り込みの場合：口座名 Support Net ”NIJI NO KAI" Inc. / BSB No.016-363 / 

口座 No.3483 45499（ANZ Bank) 

  振込みが特定できない場合が有りますので、振込み時に明記するか、メールかお電話でご連絡ください。 

【申し込み】 

虹の会ホームページの入会申し込みフォームから、もしくはメールかお電話でご連絡ください。 

●その他、お問い合わせ：事務局   TEL: 0403 530 928 / Email: info@nijinokai.com.au

 お問い合わせ受け付け時間 ： 電話 月～金 9:00 ～17:00    メールは何時でも受け付けます。 
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