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1. 自我

2. 未来志向

3. 個別化

4. 目標志向

5. 最上志向
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自我

共有する資質の説明

「自我」の資質が高い人は、大きな影響を与えることを望んでいます。独立心に富み、組織や周囲の人々に与え

る影響の大きさに基づいてプロジェクトに優先順位をつけます。

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?

強みによって、あなたは、 おそらく勤勉であり、粘り強く最後まで物事をやり通します。 人々があなたのことを有

能であり、信頼でき、洗練された人物であると評するときに、あなたは満足感を得ます。 持っている才能によっ

て、あなたは、 自分の将来に責任を負うと心に決めています。 自分の人生なのですから。 あなたは個人的ある

いは専門上の物事に関して究極の意思決定者であろうとします。 多くの場合、あなたは、 人生を舞台の中央

で生きています。 リスクが大きいこともあります。 ですが、それこそ他の人があなたをどの程度評価して愛して

いるかを知ることのできる唯一の方法です。 傑出した実績がある人物たることは、あなたにとって自然なことで

す。 あなたは他の人の注目を容易に捉えます。 自分が最も生き生きすると感じるのは、万雷の拍手を聞いた

り、あなたを重要だと気づいた人から称賛されたりしたときです。 おそらくあなたは、 自分が言うことは重要で

あると主張します。 個人やグループに対し、今やっていることをやめて、自分の言うことに全神経を集中するの

が賢明であることを伝えるでしょう。 生まれながらにして、あなたは、 尊敬され重要人物と思われたがっていま

す。 他の人があなたと時間を過ごすことを望むとあなたは喜びます。

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?

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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未来志向

共有する資質の説明

「未来志向」の資質が高い人は、未来と未来にできることを心に描くことで、ひらめきを得ます。未来についての

ビジョンを語ることで、人々にエネルギーを与えます。

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、 個人プレーヤーでいるのが好きです。 なぜなら、 一人で仕事をすることで、あなたがこれ

からの数か月、数年、数十年に実現したいことにすべてのエネルギーを注ぐ環境が許されるからです。 生まれ

ながらにして、あなたは、 可能性を考える人々と一緒に時間を過ごすことで、自分のアイデアに磨きをかけま

す。 そういう人たちは、これまで誰も考えてもみなかった発明や薬、デザイン、技術、食料などについて語りま

す。 強みによって、あなたは、 自分の選んだ将来を形作ることにたっぷり時間を取ります。 そして頻繁に、今後

数か月、数年、数十年で可能性のあることに関する自分のアイデアを共有します。 おそらくは、自分のイメージ

した生き生きとした詳細をあなたが語ると他の人の注意を捉えるのでしょう。 おそらくあなたは、 1人で思索に

ふける時間を切に求めています。 自分の知的好奇心をかき立てるものなら何についても考えます。 毎週時間

を取って自分のアイデアを追求することは、喜びであるばかりか必要な活動でもあります。 多くの場合、あなた

は、 自分に生き生きとした言葉で将来を描く能力があると気付いています。 あなたは人に実現できるイメージ

を伝えて元気付けることができます。 あなたの前向きな考え方を高く評価している人は、おそらくあなたの話を

頻繁に聞くことを望み、また必要とするでしょう。

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?

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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個別化

共有する資質の説明

「個別化」の資質が高い人は、一人ひとりが持つユニークな個性に興味をひかれます。異なるタイプの人たち

の集団をまとめ、生産性の高いチームを作ることに長けています。

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?

持っている才能によって、あなたは、 先を見据える人達が経験する試練、苦境、孤独を敏感に感じ取ります。

人々が彼らのアイデアを冷淡かつ無神経に見捨てたとしても、未来志向の人々はこれからの数か月、数年、ま

たは数十年の間に達成可能なことに関する彼らのビジョンをあなたが評価することを感じ取ります。 多くの場

合、あなたは、 ときどき、あなたの業績を認め、称賛し、評価する人たちと時間を過ごすことにしています。 あな

たができることを理解している人たちと仲間になることを好むでしょう。 自分を支持してくれる人たちに囲まれ

ると、成長します。 自分が生まれつきよくできることを無視したり、軽視したり、脅威に感じたりする人とは距離

を置く傾向があります。 生まれながらにして、あなたは、 他の人のユニークな特質をよくわかっています。 各人

の他の人とは違う性格に気づきます。 強みによって、あなたは、 他人の考えや感情を簡単に見抜くことができ

ます。 あなたは、他人の希望、恐れ、喜び、悲しみを直感的に理解します。 この理解力は、それぞれの人の視点

から物事を考える助けとなります。 あなたは本能的に、 本能的に、自分の強みを強調できるときに、成長や利

益を得られることを知っています。 このことは、あなたが常に自分の才能の価値を認めてくれる人と交際しよう

としている理由を示しています。

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?

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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目標志向

共有する資質の説明

「目標志向」の資質が高い人は、目標を定め、その目標に向かってまい進し、目標達成に必要な修正を行うこ

とができます。優先順位をつけてから、そのとおりに行動します。

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?

強みによって、あなたは、 自分が他の多くの人よりも粘り強く、意志が固いと気付いているかもしれません。 お

そらく明確な目標を立てると、このことが最も顕著になるでしょう。 あなたはその課題にほぼすべての注意を傾

けます。 無関係な、時間の無駄になる非生産的な活動には気を取られないようにします。 多くの場合、あなた

は、 通常、激しい活動に夢中になります。 速いペースで行うことで、興奮を楽しみます。 あなたは自分と似たよ

うな考えを持つ人に囲まれていることを好みます。その人たちは、何かを成し遂げるために、あなたがさらなる

エネルギーを注ぎ込んでいけるよう働きかけてくれるでしょう。 あなたは必要なときにはいつでも忙しく一生懸

命働きます。 あなたは本能的に、 自分の生活環境をコントロールしようとします。 あなたが作業に一人で取り

かかることを選ぶのは、おそらく、何をいつどのようにやるかを自分で決められるからでしょう。 グループでの意

思決定しなければいけないときにはたいてい苛立ちが募ります。 おそらくあなたは、 課題やプロジェクトを予定

どおり進めるために週単位の目標を定めます。 そして定めた目標に集中して達成します。 生まれながらにし

て、あなたは、 通常、自分自身で段階的なパフォーマンス上の目標を立てています。 毎週のやるべきことや目

標を念頭に置くことで、1番になったり、最も優秀であると宣言されたりする確率はおそらく高まることでしょう。

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?

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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最上志向

共有する資質の説明

「最上志向」の資質が高い人は、個人や集団の卓越性を高める手段として、強みに注目します。優れたものを

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?あなたが卓越している点は?

あなたは本能的に、 質問に答えてもらったり、調査によって新しい情報が得られたり、知識が深まったりする

と、ありがたく思います。 あなたは、いつも、会話やメディア、インターネット、本、授業などを通じて理解を深めま

す。 あなたは、自分の生まれつきの能力に沿わないテーマに大部分の時間を費やすことに抵抗を感じます。 そ

の代わりに、才能を活かして、最高の結果を出すことを選びます。 おそらくあなたは、 常に、それぞれの人の特

性を見つけ出します。 あなたは、優秀な結果を出す人々と話したり、彼らを観察したり、分析したりして、彼らの

動機やひらめきの元を特定しようとします。 あなたは疑いなく、自分と同じように、すでに良いものをさらに良く

しようという情熱を持っている人々と付き合いたいと考えています。 人を動かす原動力となっているものがわか

れば、改善されたあるものを、さらに極上のものへと変えるよう動機付けすることができます。 強みによって、あ

なたは、 結果を生み出すためにあなたの才能を使うことができるプロジェクト、課題、または作業を選択しま

す。 独立して働けるチャンスを積極的に求めています。 単独で仕事することが許されたときのほうが、作業が

ずっとはかどることをおそらく認識していることでしょう。 生まれながらにして、あなたは、 ひとりの貢献者として

のあなたの才能を認めてくれる人に惹きつけられます。 問題の解決、目標の達成、知識の獲得、スキルの活

用、課題の対処のための方法を自分で決められる場合に、あなたが成功する確率は著しく高まります。 多くの

場合、あなたは、 自分の才能や強みがわかっています。 あなたは自分が得意なことを知っています。 あなた

は、自分の限界、欠点、失敗を思い悩んで時間を無駄にすることはほとんどありません。 あなたの強みによっ

て、あなたはトップの栄誉を何度も獲得することが可能です。 あなたは、平均程度のレベルで苦闘しなければ

ならないような分野に多くのエネルギーを注ぐことを拒否します。 あなたは、「目的は何か」と自問します。

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?

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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