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サーベイの完了日： 01-09-2018

上位5つの資質
1. 最上志向
2. 適応性
3. 内省
4. 戦略性
5. 競争性
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最上志向
共有する資質の説明
最上志向という資質を持つ人は、強みを利用して、平均的ではなく最高の水準を、個人ないしは集団において
追求します。単なる強みを最高レベルのものに変えようとします。

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、 自分の欠点より才能について考える時間の方が長いでしょう。 あなたは、ミス
や失敗に遭遇したときは、限界についてじっくり考えることがあります。 あなたは、自分とは別の誰かになろうと
するより、自分にない才能を持つ人に協力してもらい、お返しに自分の才能を提供することがあります。 おそら
くあなたは、 人に影響を与えて行動を起こさせようとする際、全ての人に対して同様のアプローチをとることは
ありません。 その代わり、各人の特別な才能、スキル、知識、使命、選好、嫌悪を見つけ出します。そうして得た
情報から、あなたは言葉や行動を相手に合わせることができます。 強みによって、あなたは、 さまざまな分野で
秀でた人物になるための知識や技術を身につけようと努力してきました。 意図的に生来持つ能力を伸ばして
います。 短所を克服しようと苦労することは避けています。 過去の成功の多くは、とても得意であるとわかって
いることを実行したおかげであると自覚しています。 多くの場合、あなたは、 自分の得意なことや、不得意なこ
とがよくわかっています。 このことについて自分の直感を信頼しています。 あなたは長年、自分の才能を頼りに
成長し、先へと進んできました。 自分には才能が欠けていると思う作業に臨んで自信を失ってしまうことのない
よう、そのリスクは避けています。例え、多少の関連する知識、スキル、経験があっても、そのリスクは取りませ
ん。 持っている才能によって、あなたは、 ときどき、相手が感じていることをそのまま感じることがあります。 あな
たはおそらく、相手の意見を聞かなくても、その人の立場に立って物事を見ることができるでしょう。

適応性
共有する資質の説明
適応性という資質を持つ人は、「流れに沿って進む」ことを好みます。「今」を大切にし、それぞれの時点で進む
方向をひとつずつ選択することにより、将来を見極めます。

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?
生まれながらにして、あなたは、 期日が迫ると、若干苛立つことがあります。 融通の利かない期日や勝手に決
められた期日に間に合わせるために働くのは、苦痛になることがあります。 ある意味、あなたは自分の仕事を
それぞれの条件で展開する方が好きです。 自分の任務に必要な時間をできるだけ取りたいと思っています。 1
日の時間管理を強要されるのではなく、おそらく多様性を必要とするでしょう。 時として、変化や予期しないこと
が当たり前である状況に対処でき、場合によっては、それによって成長することができます。 多くの場合、あなた
は、 イベントや人、事実を、ありのまま受け止め、対処するようにしているかもしれません。 状況の変化があなた
のスタイルに合っていると、計画を変更するのでしょう。 柔軟性に欠ける人や状況を意図的に避けることがある
ようです。 おそらくあなたは、 心配性ではない人に対して有り難みを感じることもあるでしょう。 さほど重要では
ない細かい事柄にイライラしないような人との方が、共に取り組みやすいようです。 彼らが日々の状況や難局
に穏やかな気持ちで対処してくれることで、あなたは自由に計画や規則、課題を変更できるのかもしれません。
持っている才能によって、あなたは、 優先順位や計画の変更が日常的に行われる状況にとてもうまく対応しま
す。 行動を先延ばしにせずにすぐに対処することに関して、あなたには天性の才能があります。 あなたは本能
的に、 読書を楽しむようです。 読書によって、ある程度、あなたは何らかの種類の情報を集め、自分の知識の
宝庫を拡充することができます。 あなたは、落ち着いて座っていられない人々に囲まれると、活字に集中するこ
とが難しくなるかもしれません。 あなたは、特定の本、雑誌記事、新聞記事、個人の手紙、公文書などに集中し
たいとき、落ち着きのない人々の集団を避けるかもしれません。

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
あなたが卓越している点は?
多くの場合、あなたは、 たまに、大規模な戦争について読みます。 このテーマは退屈で無関係だと思っている
人もいますが、あなたは非常に魅力を感じているかもしれません。 あなたは、特定の世界的な紛争について読
むと、もっと他の情報を集めなくてはいけないという気持ちになるかもしれません。 1冊の本や1つの記事が、
あなたを別の本や記事に次々と誘い込んでいくのでしょう。 あなたは、書物のページ上であなたの目の前に人
間のドラマが展開していくのを体験することもあります。 強みによって、あなたは、 ときどき、他の人を指導する
能力を見せます。 あなたは特定の話題に関する読書が好きなので、学生に話して聞かせる情報の量が比較的
多いのかもしれません。 面倒を見る相手は、あなたが印刷媒体やコンピューター画面から集めた事実や洞察
の恩恵を受けるかもしれません。 あなたは本能的に、 重要なトピックや問題について、深く考えます。 特定分
野の専門知識を徹底的に追及したり、特化した技術を検討したりするときはいつも、あなたの思考は広がりを
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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見せます。 生まれながらにして、あなたは、 選ばれた人たちに訴える特定のタイプの書籍、研究レポート、雑
誌、印刷物などに引かれるかもしれません。 あなたは長い間少しずつ、一般的でない語を語彙に追加してきた
でしょう。 あなたはおそらく、読むときに喜びを感じるでしょう。 あなたは会話や通信文で難解な用語を使用す
ると、満足感を感じるかもしれません。 あなたはときどき、思想家の言葉を話すと、他の人が理解できないよう
なその思想家の理論や概念、原理の一部を理解できることがあります。 おそらくあなたは、 自分の考えや感情
を描写するのに、独特な言葉を使うことがあります。 あなたは、豊富な語彙を駆使して人々の関心を引くことが
できます。

戦略性
共有する資質の説明
戦略性という資質を持つ人は、目的に向かうための選択肢を想定することができます。いかなる想定に直面し
ようとも、適切なパターンと問題点を直ちに予測することができます。

独自の強みの洞察
あなたが卓越している点は?
あなたは本能的に、 別の選択肢を生み出すために真面目に取り組むことがあります。 あなたは、事実、証拠、
データの中にある新しい、普通ではない構成におそらく気が付くでしょう。 その一方で、他の人たちは関連性の
ない個別の情報の断片としてしか見えません。 人々を当惑させる、混乱させる、イライラさせるなどの問題に魅
力を感じることがあります。 多くの場合、あなたは、 特定の種類の問題について、その基本要素を検討する傾
向があります。 あなたは、物事がなぜ、どのように機能するのか、あるいは機能しないのかを理解しようとする
かもしれません。 これらの洞察は、あなたの思考を刺激するのでしょう。 あなたは、その後、何通りかの計画を
作成しようとします。 一般的な状況や使用可能なリソース、時間の制約を考慮し、選択肢を絞り込んでいくこと
もあるでしょう。 問題解決の可能性が最も高い計画がどれかは、おそらく、自然に明確になるでしょう。 おそらく
あなたは、 言葉を適切に組み合わせて、自分のアイデアや感情を伝えます。 議論している中で、最適なフレー
ズや用語を引き出すことのできる語彙力を持っています。 あなたはおそらく、簡単かつ上品に自己表現するで
しょう。 強みによって、あなたは、 オリジナルなアイデアを生み出す傾向があるかもしれません。 おそらく、未来
志向の考え方をする人たちのチームと共同作業を行っているときにあなたの想像力は刺激されるでしょう。 生
まれながらにして、あなたは、 データ、イベント、情報、または人々のコメントの中にある繰り返しパターンを認識
することがあります。 こうした洞察力によって、他の人には形成できないような物事の繋がりを形成することが
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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競争性
共有する資質の説明
競争性という資質を持つ人は、自分の進歩を他人と比較します。一番になるため、またコンテストで勝つため
に、相当な努力をします。

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、 知識を増やしスキルを伸ばすことに熱意を持っています。あなたとライバルとの間で
比較が行われる場合は特にそうです。 皆がライバル関係を知っている場合もあれば、 あなただけがライバル
関係を意識する場合もあります。 どちらにせよ、あなたは最優秀賞や1番を獲得するか、ベストであると宣言さ
れることによって勝者になろうと決意をしています。 生まれながらにして、あなたは、 ライバル関係、ゲーム、コ
ンテストなどに参加する機会を奪われると、人生に対する不満を感じます。 あなたは、ただ1人が勝利者となる
ような状況に引き付けられます。 あなたは本能的に、 最善を尽くそうとします。 そのため、困難な状況に直面し
たときや、ほとんど消耗しかかっているときであってもあなたは前進し続けようします。 誰かと比べられるとき、
あなたは勝ちたいと強く思います。 人よりも勝りたいというあなたの動機は、信頼でき、知識や業績が優れてい
る人物であると思われたいあなたの願望とおそらく同等のものでしょう。 持っている才能によって、あなたは、
さまざまな活動において勝利者、ナンバーワン、または最も優秀であると人々に思われたがっています。 他人の
考えに非常に敏感であることは、おそらくやる気の大きな源となり、それはあなたの強みとなるでしょう。 おそら
くあなたは、 時折、高度な語彙を駆使して人を出し抜きます。 あなたは話す場合でも書く場合でも、抵抗に立
ち向かうか、特定の問題を公にするよう強いるために専門用語や分野特有の用語を差し挟むかもしれません。
この権威主義的な姿勢に、一部の人はあなたが賢い人だと気付くかもしれません。 ときには、その人たちの自
信が崩れ始めることもあります。 おそらく、あなたの言葉を操る能力と巧みな戦略は、責任者はあなただという
ことを知らしめるでしょう。

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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