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サーベイの完了日： 04-02-2017

上位5つの資質
1. 学習欲
2. 内省
3. 成長促進
4. 収集心
5. ポジティブ
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学習欲
共有する資質の説明
学習欲という資質を持つ人は、学習意欲が旺盛で、常に向上を望んでいます。特に結果よりも学習すること自
体に意義を見出します。

独自の強みの洞察
あなたが卓越している点は?
強みによって、あなたは、 情報を入手して知識を拡大するときはいつでも、努力するためのより多くのエネルギ
ーが沸いてきます。 あなたは、さまざまなトピック、機会、問題、解決策、状況、イベント、人をより深く理解したい
と思っています。 あなたは本能的に、 個人に関する情報を集めたいと考えています。 あなたの「知識欲」が満
たされることはほとんどありません。 あなたが事実を集めれば集めるほど、その人独自の長所、短所、興味、好
き嫌い、目標などを理解することが簡単になります。 あなたが人間一人ひとりについて研究したいと思ってい
ることは明らかです。 選らんだ人たちを継続的に観察することは、あなたに、人間の本質に関する興味深い洞
察をもたらすはずです。 多くの場合、あなたは、 情報の輪に加わることによって知識を広げたいと考えていま
す。 そのため、あなたはほんとの人が可能なレベルよりも深く、思慮に富んだ会話を交わす人々に惹かれます。
「世間話」、つまり無駄な会話に参加するのは、あなたにとって時間の無駄に思えます。 おそらくあなたは、 精
神的および身体的なエネルギーを要求された仕事に向ける一方で、任意的な仕事にはさほど注目しません。
そのような状況下では、仕事や研究を何時間も続けられることが有利に働く場合があります。 生物学的な性質
によって、最も警戒するとき、最も効率的または生産的になる時が決まります。 持っている才能によって、あなた
は、 ときどき、難易度が高かったり、課題の多かったりする講座に登録することがあります。 特定の物事につい
て自分の知識を広げたり考えを試したりしたいのでしょう。

内省
共有する資質の説明
内省という資質を持つ人は、頭脳活動に多くの時間を費やします。内省的で、自分の頭の中で考えるのが好き
で、知的な討論が好きです。

独自の強みの洞察
Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this
occurs, the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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あなたが卓越している点は?
あなたは本能的に、 良質な本や新しい雑誌を一人で読む時間を持つことを楽しみにしています。 あなたは、小
説の登場人物の人生や新しいストーリーの犠牲者の苦境に入り込むことがあります。 他の人が単に事実を理
解する一方で、あなたは、言葉の繊細で感情的な意味に惹かれます。 あなたは、フィクションでも本当にあった
話でも、登場人物の心情を感じ取る能力があります。 あなたが他の人の裏切り、悲しみ、喪失感、絶望感など
を感じると、涙が頬を伝ってこぼれ落ちることがよくあります。 強みによって、あなたは、 おそらく、前向きな考え
方をする人との交流を楽しんでいるでしょう。 そうした人は今後数年、数十年、数世紀で世界がどうなるかに魅
了されています。 疑いの余地なく、あなたはそうした人に関する文献をできる限り読んでいるでしょう。また、そ
うした人が書いた本や記事についてすでに詳しく検討もしていることでしょう。 持っている才能によって、あなた
は、 現在起きている出来事について常に最新情報を提供する雑誌を読んで、たくさんの考えや情報を収集しま
す。 あなたが熟読する（細部まで読み込む）ことを選択した資料は、あなたの個人的または職業上の関心を反
映する傾向があります。 多くの場合、あなたは、 スポンジが水を吸い込むように、書かれた文章を吸収します。
読書に没頭する機会を大いに楽しみます。 面白い本、または有益な本を読んでいるとき、時間が飛ぶように過
ぎていきます。 できるだけ速く本を読み終えることだけを考えています。 おそらくあなたは、 1週間に最低5時間
は一人になって考える時間として決めます。 おそらく雑念や割り込みを取りはらう方法を見つけているでしょ
う。 家族、友人、同僚、チームメンバー、クラスメなどと過ごす時間が少ないという事実を受け入れています。

成長促進
共有する資質の説明
成長促進という資質を持つ人は、他人の持つ可能性を認識し、それを伸ばし、目覚めさせます。他人の小さな
進歩の兆候を見逃さず、このような進歩を実現することから充足感を得ます。

独自の強みの洞察
あなたが卓越している点は?
持っている才能によって、あなたは、 金銭的な安定に価値を置いていますが、多くの人のように、そのことばか
りを考えるのはやめようと思っています。 あなたは、目には見えなくてもより意味のある視点から、人生の質を
評価しています。 あなたは、余分なお金を稼ぐために残業するよりも、家族や友人と時間を過ごすことを優先し
ています。 あなたは、贅沢な旅行よりも、簡素でコストのかからない休暇を過ごしたいと思っています。 あなた
は、流行に敏感な高級店で買った高いプレゼントよりも、誰かが手作りしてくれた贈り物に高い価値を見出しま
す。 あなたは本能的に、 心から人と個人的に知り合いになりたいと思っています。 誰かを人として理解すると、
より一層、その人のために自分の都合を後回しにしたりあなたが価値を置くものをあきらめたりする傾向があ
ります。 多くの場合、あなたは、 チームメンバーのユニークな貢献を認めて評価するよう努めます。 あなたはお
そらく、人の才能、知識、スキルを本人に気づかせます。 生まれながらにして、あなたは、 自分のアイデアや経
験を他の人と共有できるため、通常はチームワークを楽しんでいます。 あなたは、自分の考えを声に出してグ
Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this
occurs, the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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ループに伝えたときに、新たな見方を得たり自分の考えを整理したりします。 おそらくあなたは、 他の人と話す
コツを心得ています。 どのように人と議論すればいいか知っています。 彼らに対して、自分の話、考え、感情を
共有するように勧めます。 会話に対して貢献できることをたくさん知っています。 自分の考えを表現する機会を
できる限り頻繁に探しています。 各人のコメントを認め、肯定することを習慣にしています。

収集心
共有する資質の説明
収集心という資質を持つ人は、より多くの知識を求める知りたがり屋です。ものを集めたり、あらゆる種類の情
報を蓄積したりするのが好きな人が、このタイプに多くみられます。

独自の強みの洞察
あなたが卓越している点は?
生まれながらにして、あなたは、 アイデア、情報、話の共有や交換を楽しみます。 会話の中で、あなたはいつも
複雑な話を簡素化する役です。 人が複雑な手順、理論、規則、計画を理解する手助けができます。 あなたは本
能的に、 チームメンバーが複雑な手続きやシステムの部分または手順を理解しようというときに手助けをしま
す。 あなたはおそらく、人的資源や物的資源がどのようなスケジュールで分配されるかを把握しているでしょ
う。 強みによって、あなたは、 もともと活発な精神を、読書を通じてさらに刺激しています。 あなたは、新しいア
イデアや観点を検討します。 きわめて自然に生涯学習を行っているのです。 あなたにとっては、自分自身が最
高の教師です。 多くの場合、あなたは、 読書から大きな個人的喜びを感じています。 絶えず頭に新鮮なアイデ
アを送り込んでいるので、多くの興味深い事実や物語で、議論を活気付けたり、気軽な会話を興味深いものに
したりできます。 おそらくあなたは、 現在の出来事に注意を払います。 多くの人は、聞いたことや見たこと、読ん
だことをただ伝えるだけです。 あなたは、テーマに深く入り込むのが普通です。 あなたは、ニュース記事などの
背景にある論理的思考を説明するために、理論や概念、哲学を生み出す傾向があります。 あなたはいつも、出
来事や政策方針、人、危機などについて情報を集めています。 あなたの斬新な洞察は、同じように深く考える
人々を会話に引き込むことでしょう。

ポジティブ
共有する資質の説明
ポジティブという資質を持つ人は、情熱的であり、しかも自然にその熱意を人に分け与えることができます。生
き生きとしており、他人に活気を吹き込み、やる気を起こさせることができます。
Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this
occurs, the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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独自の強みの洞察
あなたが卓越している点は?
生まれながらにして、あなたは、 個人やグループに対してトレーナー、インストラクター、チューターとして指導で
きる場合、人生に自信が持てるようになります。 これまでに、きっと自分で「私は優れた教育者だ」と思ったこと
があるでしょう。 あなたは本能的に、 古くからの友人や長年知っている仲間、新しい知人などとの会を大いに
盛り上げます。 あなたは、集団になっている人々のところへ行き、会話にそっと加わり、人々に「来てくれて良か
った」と思わせることができます。 あなたは、びっくりするようなコンセプトや革新的なプロジェクトについて話す
人に惹かれます。 あなたはおそらく、無駄なおしゃべりやうわさ話に退屈するでしょう。 多くの場合、あなたは、
状況が展開していく様子を観察します。 だからこそ、他の人に対し、ある出来事や人のコメントを正しい観点か
ら解釈するための手助けができるのです。 あなたはおそらく、人生のややこしい問題を扱うのが苦にならない
のでしょう。 そういった課題に取り組むと、意欲がわき、必要とされていることを実感できます。 強みによって、あ
なたは、 興味をそそるような、わくわくする仕事をしたいと思っています。 不安感でなく、やる気をもって毎日が
スタートできることを望んでいるのです。 持っている才能によって、あなたは、 自分ができる限りの力を出してい
ると正直に言える状況であれば、その結果に非常に満足します。 あなたは、自分の結果について一部の人がど
う評価しようが、楽観的な見方を変えません。

Depending on the order of your themes and how you responded to the assessment, some of your themes may share identical insight statements. If this
occurs, the lower ranked theme will not display insight statements to avoid duplication on your report.
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