
1 ものごとを独自のやり方でやる方だ 他人の意見を参考にしてやる方だ

2 自分のやることに自信がある方だ 他人の目が気になる方だ

3 人に注目されることが好きだ 目立たない方が好きだ

4 自分の気持ちを冷静にみることができる 情熱的になりすぎることがある

5 自分の気持ちが他人にどう映るか気になってしまう 自分の気持ちをマイペースで表現する方だ

6 自分の感情はコントロールする方だ 感情を素直に出す方だ

7 自分のおかれてる立場をよく考える方だ 自分のおかれている立場はあまり気にしない方だ

8 自分の長所、短所を一言で述べることができる 長所や短所を一言では述べられない

9 自分の強み、弱みはわかっている 強みや弱みがなかなかわからない

10 どちらかというといつでも冷静である どちらかというと熱くなることが多い

11 だいたい落ち着いている たびたびソワソワすることがある

12 人に落ち着いていると言われる 人に情熱的といわれる

13 一つのことがずっと気になる方だ あまり細かいことを気にしない

14 どちらかというとプレッシャーを楽しむ方だ どちらかというとプレッシャーは避けたい方だ

15 すぐに気持ちが切り替わる方だ ひとつのことにこだわる方だ

16 環境が変わってもそれほど困ることはない 新しい環境になじむには時間がかかる方だ

17 新しいものをすぐに取り込む方だ 新しいものは見極めてから取り込む方だ

18 対立する意見でも納得することができる 対立する意見にはむやみに妥協はしない

19 決断は即決する方だ 決断は慎重になる方だ

20 すぐにものごとを決める方だ ものごとを決めるのに時間をかける方だ

21 やると決めたらやり抜く やると決めても柔軟に変更する

22 どんなことにでも挑戦しようと思う 失敗しそうなことには挑戦したくない

23 自分はどちらかというと外向的だ 自分はどちらかというと内向的だ

24 まず行動してから考える方だ まず考えてから行動する方だ

25 新しいことに取り組むのに興味がある ミスなく仕事を達成することに興味がある

26 未来志向である 過去のものを大切にする

27 失敗するリスクがあっても新しいことをやりたい 失敗のリスクが大きかったら新しいことはしたくない

28 常に無駄やコストを意識している 結果が出れば無駄やコストにはとらわれない
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29 状況に合わせてものごとの進め方をかえる ルールを重視してでものごとを進める

30 仕事は効率を第一に考える 仕事は効率より結果を出すことが大切だ

31 一つのことに興味が長続きする方だ いろいろなことに興味を持つ方だ

32 辛抱、我慢、根性という言葉は好きである 辛抱、我慢、根性という言葉は嫌いである

33 やると決めたら最後までやり抜く 一度やると決めても無理はしない

34 順調な時はさらにうまくいくだろうと考える 順調な時もこれから失敗しないかと心配である

35 まったく初めての仕事でも何とかなると思う まったく初めての仕事はうまくいかないのではと思う

36 人生をわりと楽観的に考えている 人生をわりと悲観的に考えている

37 よくわからない仕事はリスクを考えてから行動する よくわからない仕事はまずやってみてからリスクに対応する

38 仕事は正確性を重視する 仕事は速さを重視する

39 仕事は時間に余裕を持ってやる方がうまくいく 仕事は期限ギリギリの方がうまくいく

40 ものごとを考えるときに細かい正確さを優先する ものごとを考えるときに全体の体系を優先する

41 細かいことを気にしてしまう あまり細かいことは気にしない

42 ケアレスミスがとても気になる ケアレスミスは仕方がないと思う

43 是非出世したいと思う 無理して出世したいとは思わない

44 自分は仕事の知識をもっと吸収すべきだ 自分は仕事に必要な知識が十分だ

45 地位が不安定でも高い給与が得たい 給与が安くとも安定した地位が得たい

46 旅行はそのときどきで次の行動を決めるのが好きだ 旅行は計画を立てて行動するのが好きだ

47 付き合う人は後輩が多い 付き合う人は先輩が多い

48 人をまとめる時に自分がやる 人をまとめるときに他人に任せる

49 情報は多くの知人から入手することが多い 情報は自分で調査して入手することが多い

50 情報は動いて足で稼ぐ方だ 情報はマスコミなどから入ってくるものが多い

51 主にインターネットのホームページなどから情報を入手する 主に新聞・雑誌などから情報を入手する

52 今抱えている仕事の問題点を一言で言える 今抱えている仕事の問題点は複雑すぎて一言では言えない

53 私の長所と短所は表裏一体だと思う 私の長所と短所にはあまり関係がない

54 仕事の問題点を説明する時には要点のみを話す方だ 仕事の問題点を説明する時に状況を詳しく話す方だ

55 試験はどちらかというと数学などの論理展開型が得意だ 試験はどちらかというと歴史などの暗記型が得意だ

56 よく理屈っぽいといわれる よく大雑把だといわれる

57 仕事は筋が通らないとやりたくない 仕事はとりあえずやってみることが大切だ

質　　問 （２／４）



58 哲学的な本が好きだ 小説が好きだ

59 ものごとを抽象的に考えるのが好きだ ものごとを具体的なイメージをもって考えるのが好きだ

60 つい、ものごとを｢要するに｣とまとめてしまう ものごとは「ありのまま」にとらえる方だ

61 自分は新しい仕事をやりたい方だ 自分は決められた仕事を間違いなくやり遂げたい方だ

62 仕事は工夫してなるべく手短に終わらせる 仕事は決められたやり方にしたがって着実に終わらせる

63 突拍子がないといわれる 堅実だと言われる

64 人間はしかる方が伸びると思う 人間はほめる方が伸びると思う

65 他人から相談を受けるとつい親身になってしまう 他人の相談を聴くのは面倒くさいと思う

66 懇親会の運営でつい口を出してしまう 懇親会の運営では皆のやり方に従う

67 自分にはカリスマ性があると思う 自分にはまったくカリスマ性がないと思う

68 他人への指示は詳細に行う 他人への指示はおおまかに行う

69 自分は即決即断する方だ 自分は熟慮断行する方だ

70 自分の仕事は自分ですべきだ 仕事のできない人は助けるべきだ

71 後輩には先輩として毅然とした態度で接するべきだ 後輩とはフラットな関係で接するべきだ

72 人を教える仕事につきたかった 人を教える仕事に興味はない

73 プレゼンテーションするときは平易な言葉を使うべきだ プレゼンテーションをするときには格調高い言葉を使うべきだ

74 人前で話すような目立つことが好きだ 人前で話すような目立つことは好きではない

75 みんなで仕事をする方が好きだ 一人でコツコツ仕事をするのが好きだ

76 初めて会った人に自分から気軽に話しかけることができる 初めて会った人にはまずどんな人か観察する

77 交渉事はスリルがあってが好きだ 交渉事はだまし合いのようで好きではない

78 お客さんからクレームがあったらあやまる お客さんからクレームがあったら主張すべきは主張する

79 交渉するときはまず相手の話を十分に聞く 交渉するときはまず自分のペースに乗れるようにする

80 人と話しをするときにしゃべっている時間の方が長い 人と話しをするときに聞いている時間の方が長い

81 異性との相性は第一印象を重視する 異性との相性は話をしてみての重要を重視する

82 約束は何があっても必ず守る たとえどんな約束でも事情があれば断ることもある

83 失敗したらその場ですぐに謝る方だ 失敗したらその対応策を考えてから謝る方だ

84 人生は助け合いだと思う 人生は自己責任だと思う

85 他人からよく相談をうける方である 他人に相談する方である

86 相手の意見を聞くことを優先すべきだ 自分の意見を理解してもらうことを優先すべきだ

質　　問 （３／４）



87 人の話はいくら長くても聞くのが苦にならない方だ 人の話が長いとこちらから要点をまとめたくなる

88 目上の人に対しても率直に意見を述べる 目上の人の意見はなるべく尊重する

89 言いにくいことでも率直に伝える 言いにくいことは遠まわしに伝える

90 言いにくいことでもズバリと言う方が相手のためになる 相手にも立場があるからなるべく言葉を選んで言う方がよい

91 交友関係は広く薄い 交友関係は深く狭い

92 いろいろなジャンルの人を身近に知っている 特定のジャンルの人と深い付き合いをしている

93 自分は多方面に人脈がある方だ 自分の専門分野方面に人脈がある方だ

94 人間関係は義理人情がある方がいい 人間関係はドライな方がいい

95 多くの友人と付き合いたい 数少ない親友と付き合いたい

96 友人はこちらから話しかけて作る 友人は相手から話しかけられて作る

97 チームで行動する方が好きだ 一人で行動する方が好きだ

98 皆といるのが好きだ 一人でいるのが好きだ

99 仕事はチームでやる方が成果が上がる 仕事は一人の方が成果が上がる

100 仲裁役は買って出る 仲裁役は避けたい

101 こじれた人間関係はまあ何とかできると思う こじれた人間関係はどうにもならないと思う

102 意見は一つにまとめることが大切だ 意見はバラバラでも尊重すべきだ

103 組織全体の目標達成を重視する 個人の目標達成を重視する

104 全体の目標達成のために協力を惜しまない 全体の目標達成のために個人が犠牲になってはいけない

105 個人のノウハウも組織として共有化すべきだ 個人のノウハウは自分の財産として守るべきだ

106 会社組織の構造がわからないと仕事がうまくいかない 会社組織の構造は仕事には関係ない

107 組織の成績のためなら個人の成績は二の次だと思う 個人の成績の積み重ねが組織に成績につながると思う

108 政治に興味がある 政治には興味がない

質　　問 （４／４）


