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秀一 嵩地 
サーベイの完了日： 07-13-2020 

資質の順序とテストの回答方法によっては、資質に関するインサイトの説明が同じ場合もあります。 その場合は、レ

ポートでの重複を避けるため、ランクが低い方の資質にはインサイトの説明が表示されません。 

上位5つの資質 

1. 未来志向 

2. 収集心 

3. 着想 

4. 責任感 

5. コミュニケーション 
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未来志向 

共有する資質の説明 

未来志向という資質を持つ人は、未来がどのようなものかについて考え、そこからアイデアを得ます。未来について

のビジョンを語ることで、人々を高揚させます。 

独自の強みの洞察 

あなたが卓越している点は? あなたが卓越している点は? 

持っている才能によって、あなたは、 自分の人生には深い意味があることを感じています。 今後数か月間、数年間、

数十年間にあなたが存在する場所、あなたが行うこと、あなたが能力を発揮して達成することを、極めて鮮明に想像

することがよくあります。 あなたの将来の夢は、今あなたの心の中で非常にはっきりとしています。 これらの可能性を

現実のものにすることを意識して努力します。 あなたは本能的に、 壮大な夢を描く人との1対1の会話を貴重に感じ

ています。 彼らのアイデアによって、おそらく自分の将来の計画を拡大することになるかもしれません。 おそらくあな

たは、 定期的に、この先数年、数十年の世界について、よく考えることに、大部分の時間を割いています。 ある特定の

壮大な夢を描く人たちと一緒にいると、アイデアがわいてきます。 そういう人たちが、あなたの想像力を刺激すること

がよくあります。 強みによって、あなたは これからの数か月、数年、数十年に実現できることにエネルギーを注ぎ込み

ます。 あなたの頭は、目標に到達するための新しく創意あふれる方法をひねり出します。 あらかじめ決められたプロ

セス、試験済みの手続き、または旧来の方法に従い続けなければならないときには、飽きてしまい、さえない成果を

挙げてしまう危険があります。 「でも、最初からこの方法だけやっていたら、もっとよい結果になったのに」と自分自身

に言い訳することもあります。 多くの場合、あなたは、 壮大な夢を描く人たちと一緒に時間を過ごしたいと思います。 

なぜなら、 おそらく、彼らが画期的な製品や、省力化のための機械、医療の可能性、新たな管理方法などについて

描写するのを聞くのが楽しいのでしょう。 今のことだけを考えるのは、あなたにとって退屈です。 

質問 質問 

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。 

2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能はどれですか? 
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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? あなたが卓越している点は? 

おそらくあなたは、 読書から多数の新しい語を身に付けます。 あなたは、それぞれの語がさまざまな文章でどのよう

に使用されているかを調べて、その語の複数の意味を捉えます。 定義を理解できない場合は、辞書を使って明確に

する傾向があります。 あなたの活字に対する情熱は、娯楽に向けたものではありません。 あなたは、ベストセラー本

や人気のある出版物を手に取るのと同じように、難解な、専門的な、または分野特有のテキストに飛び付きたがるで

しょう。 あなたは本能的に、 難解な、つまり専門知識のあるグループによってのみ理解される語彙を使用する人との

付き合いを求めています。 あなたは通常、高度な語、学術的な語、または専門的な語の収集を継続的に拡大してい

ます。 結果として、あなたが話すことや書くことをすべては理解できない人も多数います。 あなたは認められることを

切望しているため、あなたにとっては、用語の定義を逐一説明しなくても会話や文章のやり取りができる人を見つけ

ることが重要です。 持っている才能によって、あなたは、 普段から、教育とは、公式であれ非公式であれ、昨日理解し

ていたことを、今日はさらに深めることだと考えています。 生まれながらにして、あなたは、 演説、執筆、デザイン、セ

ーリング、ガーデニング、投資、販売、狩猟、ヨガなど、高い卓越度で何かを行う興奮を心から楽しみます。 あなたは

習慣的に、技術や分野についてさらに多くの知識を渇望する心を、読書を通して満たします。 あなたは確実に、自分

がすでに理解していることを、書籍、雑誌、通信、またはインターネットから収集した新鮮な洞察と統合しています。 強

みによって、あなたは 独力で特定の目標に向かって努力するのを好みます。 あなたは、プロジェクトの全責任を持つ

ことを楽しいと感じます。 あなたはおそらく、自分にとって意味のある専門的な語彙を考案し、継続的に語彙を増や

すでしょう。 他の人に対して自分の語彙を言い換えるのを忘れたときには、相手は難解な用語の意味を説明するよ

うに求めるでしょう。 その後で初めて、あなたが何を、どのように、なぜ行っているかを聞き手が理解することを期待

できるようになります。 

質問 質問 

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。 

2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能はどれですか? 
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着想 

共有する資質の説明 

着想という資質を持つ人は、新しいアイデアを考えるのが大好きです。全く異なる現象に見えるものの間に、関連性

を見出すことができます。 

独自の強みの洞察 

あなたが卓越している点は? あなたが卓越している点は? 

あなたは本能的に、 人々の言葉に耳を傾け、彼らが自分のことをどう考え、どう話しているかを突き止めます。 あな

たは、人々があなたをどう見ているかを敏感に察しています。 あなたはおそらく、一部の心をつかみ、その他の人を感

心させたいのでしょう。 強みによって、あなたは 結果やスコア、パフォーマンスが他の人と比較されることが分かって

いる場合、通常多くのやり方を思い付きます。 おそらく、あなたの1番になりたいという願望が創造的な思考を刺激

するのでしょう。 持っている才能によって、あなたは、 無意識のうちに、改善や強化のための新しい斬新な方法を模

索します。 もっと良い方法があるのではないかと疑うと、修正を行い、新しい方法を試します。 生まれながらにして、

あなたは、 無意識のうちに、あなたを個人としてまたは専門家として他の人がどのように思っているかがわかりま

す。 その結果、複雑で難解な語や専門用語を覚えることを意識的に決意します。 あなたは、人に影響を及ぼしたり、

対抗、要求、命令したりすることを望む状況では、自分が優位に立つような言葉を使います。 あなたはその語彙によ

って、権威を持って話すことができます。 おそらくあなたは、 新規プロジェクトに向けたアイデアを考案することで心を

充電します。 自分の現在の課題を完了する前でもそうです。 あなたは未完了の仕事を他の人に引き渡すことができ

ると最高に幸せです。 あなたは、手術は行うが、患者の傷口を閉じるのは有能な助手に頼む、外科医のようなもので

す。 あなたはいつの間にか次のプロジェクトについて考えています。 

質問 質問 

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。 

2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能はどれですか? 
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責任感 

共有する資質の説明 

責任感という資質を持つ人は、一度やると言ったことは必ず実行する精神の持ち主です。正直さや忠実さなどの普

遍的価値観を達成することに、意義を感じています。 

独自の強みの洞察 

あなたが卓越している点は? あなたが卓越している点は? 

あなたは本能的に、 頼りになります。 他の人はあなたが頼りになる人だとわかっています。 あなたは課題にコミット

すると、終わるまでずっと面倒を見ます。 そのため、他の人はあなたが分担を終わらせると信頼します。 多くの場合、

あなたは、 あなたは自分の義務を果たすために八方手を尽くします。 自分の約束したことを徹底的に専心してやり

ます。 そのため、他の人はあなたを信頼できると見ています。 自分のコミットメントを果たすという評判が確立されて

いるので、他の人は自然とあなたを頼ります。 生まれながらにして、あなたは、 日頃から、約束したことをするために

努力します。 あなたは自分のコミットメントをすべて守るべきという義務感を感じています。 あなたにはおそらく、自

分の仕事に誠実にあたるという評判があります。 あなたは自分の道徳規範に厳格に従います。 良心の命ずるところ

に従います。 あなたが人間として、また学生、親、専門家、チームメンバーとして、もっとうまくなすべきことについてよ

く考えているのも、そのためです。 強みによって、あなたは 無意識のうちに、物事を適切に行おうとします。 結果とし

て通常、任務、研究、または雑務をこなすのにさらに良い方法を考案します。 あなたは、さまざまなプロセスや個人の

効率性と全体的なパフォーマンスを向上させるために、小さくても必要な改善を行う傾向があります。 持っている才

能によって、あなたは、 人から頼りにされます。 約束したことは守ります。 約束は守らなくてはならないと感じていま

す。 物事を正しく、正確に、適切に行います。 

質問 質問 

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。 

2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能はどれですか? 
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コミュニケーション 

共有する資質の説明 

コミュニケーションという資質を持つ人は、一般的に自分の考えを言葉に表すのが得意です。話術に優れ、物事を印

象的に説明するのが上手です。 

独自の強みの洞察 

あなたが卓越している点は? あなたが卓越している点は? 

あなたは本能的に、 活発な議論での活気に満ちた意見交換を非常に好みます。 多くの場合、あなたは、 言語を難

なく操ることができます。 あなたは自分の考えを言葉にするのに困ることはありません。 あなたは自分の見識を共有

する機会を楽しみます。 あなたは、グループのメンバーがアイデアを提案したり、解決策を求めたり、問題を討議した

りするときに、会話に積極的に参加することで喜びを感じます。 生まれながらにして、あなたは、 何か話したいこと、

言いたいことがあると、会話に割って入ります。 あなたは、人と話すのが好きです。 会話は新しい情報を得られる貴

重な情報源だと認識しています。 あなたはおそらく、自分が知っていることを他の人たちと共有したいのでしょう。 グ

ループディスカッションに参加するときは、進んで発言します。 強みによって、あなたは 他の人が言うことに注意を払

います。 人々の考えや感情について考える機会を楽しみます。 あなたは、会話において、黙っているときも積極的に

参加しています。 あなたは、人々が話してくれたアイデアや考察を覚えているという形で貢献します。 後日あなたは

他の人を驚かせることがよくあります。 なぜそうするかと言うと、 彼らの夢や心配事、問題、関心事、見解についてよ

く知っているからです。 「なぜ知っているのか?」と尋ねる人もいるでしょう。 あなたは「ちゃんと聞いていたから」と答

えます。 おそらくあなたは、 人生の意義に関して他の人と話し合います。 平凡な知性の理解を超えた問題を議論し

ます。 創造力を持ったり、研究したり、熟考したり、推測したり、話をしたりする機会を人に与えます。 このような活動

は、あなたの思考を刺激します。 あなたは明らかに、自分の話すことを理解できる知性のある人と時間を過ごすこと

を好みます。 

質問 質問 

1. 独自の強みの洞察を読んだときに、どの語句、文言が印象に残りますか。 

2. この洞察にあるすべての才能のうち、あなたが他者から最も認めてもらいたいと思う才能はどれですか? 
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