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あなたのクリフトンストレングス34の結果
あなたには唯一無二の力があります。 独自のクリフトンストレングス34プロファイルが、他者と全く異なるあなたの
姿を特定します。 これがあなたの才能のDNAです。テスト回答を基に順位付けされています。
本レポートを使用して、上位資質を最大限に活用し、残りの資質を確認し、可能性を最大限に引き出しましょう：

• 結果を読んで振り返り
結果を読んで振り返り、あなたが自然に行っている得意な行動を理解する。
• 最も高いクリフトンストレングスを日々活かす方法を学ぶ
活かす方法を学ぶ。
• 結果を他者と共有し
結果を他者と共有し、強固な人間関係を構築し、チームワークを深める。
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あなたは、クリフトンストレングス
の資質
「影響力」 に強みがあります。
「実行力」 は、物事を成し遂げる
のに役立つ資質です。
「影響力」 は、主導権を握り、はっ
きりと意見を表明し、確実に他の人の
耳を傾けさせるのに役立つ資質です。
「人間関係構築力」 は、チームを
団結させる強力な人間関係を構築す
るのに役立つ資質です。
「戦略的思考力」 は、情報を取り
入れ、分析し、より適切な判断を下す
のに役立つ資質です。
「あなた独自の貢献を特定する：クリフ
トンストレングスの領域」セクションを
お読みください：詳細

1

MARU MI | 05-25-2020

無限のポテンシャルを解き放つ：
最強のクリフトンストレングス
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クリフトンストレングスプロファイルにおける上位の資質は、非常に強い力を
もっています。
これらの資質は、あなたがいかに唯一無二の才能にあふれているかを表します。
あなたの強みを存分に活かした暮らしを始めるスタート地点です。
これらの資質を育て、可能性を最大限に引き出す
職場にかかわらず、あらゆる場所で成功するための最大の可能性は、あなたが
自然に行っている得意なことを強化し、そのさらに上を行くことにあります。
トップ5つの資質から始めましょう。
あなたの生来の最強の才能です。

1. クリフトンストレングスの上位資質を熟読する。 才能を最大限に活用する
ためには、初めにまず自分が上位資質を理解し、次にそれを他者に伝え
る方法を考える必要があります。
2. 自分自身を振り返る。 自分の経験、モチベーション、自己認識について考
えましょう。 その後、クリフトンストレングスの資質があなたをどのように形
作っているか、つまり、あなたの行動とやり方、そして理由について考えま
す。
3. これらの資質を日々に活かす。 最も高い資質を活かすために、本レポート
のアドバイスから始めてみましょう。
4. 盲点に注意する 上位資質によって、時に意図していないネガティブな誤
解が生じる場合があります。 「弱みとは何か?」のセクションを読んで、上
位資質が阻害の要因となるのを防ぎましょう。
クリフトンストレングス6～10に着目しましょう。
同じストラテジーを当てはめて、次の5つのクリフトンストレングス資質を最大限
に活用します。 強みベースのアプローチを日常生活に活かせば、最高の自分に
なれるでしょう。 自分のベストのさらに上を行きましょう。そうすればよりエンゲー
ジし、力が湧き生き生きとするでしょう。
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「実行力」

1. 目標志向
成長する方法

あなたは、方向を定め、それに従い、道から逸れないように必要な修正を行います。優先順位を付け、そのとお
りに行動します。
あなたの目標志向がユニークな理由

この個人向けにカスタマイズされた強みのインサイトは、あなたのクリフトンストレングスの結果に特有のもの
です。
生まれながらにして、あなたは、 特定の活動、仕事、計画などの目的や意図の明確化に強みを発
揮するようです。 目標の確定が必要な場合、あなたの知識と洞察に裏付けられたコメントを求め
る人もいるでしょう。 あなたの持つ才能、知識、スキルのおかげで、あなたの専門性が必要とされ
るような目標に関する議論に招かれることもあるでしょう。
おそらくあなたは、 自分が向かっている方向について、他の人に知らせることを好みます。 だから
あなたは、普段、これからの数週間、数か月、数年、数十年に遵守しなければならない手順、スケジ
ュール、締め切りなどを文書化します。
あなたは本能的に、 仕事や研究を行う際に、仲間よりも肉体的または精神的なエネルギーを多く
注ぎ込むでしょう。 おそらくあなたは、一人の人間として成功していることを実感するため、日々1
つまたは2つの目標に向けてどれだけ進歩しているかを測定する必要があると考えています。
持っている才能によって、あなたは、 毎週の目標を立てるための戦術をマスターしている可能性
があります。 次の7日間に注意を向ける価値があることを正確にわかったときに、生産性が上がる
ようです。
強みによって、あなたは 不要な資料ではなく関連のある情報やデータ、事実を集中して吸収でき
るよう、具体的な目標を定めてそれを追求することがあります。 そうすることで、あなたは、目標の
多くを達成する可能性を高めているのでしょう。
目標志向を活用することで成功する理由

あなたには、優先順位と目標を設定し、効率的に働く高い能力があります。時間がかかる無駄なこ
とを避け、全体的な目標を追い続けます。
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ポテンシャルを最大化する行動をとる

具体的な目標とスケジュールを設定して、モチベーションを維持しましょう。
• 自分の目標にはスケジュールと測定指標を設定し、進捗状況を記録しましょう。小さな目標を定
期的に達成すると、前進していることが実感でき、さらにやる気が出ます。
• 毎週、「パワー時間」（完全に集中する時間）をカレンダーに書き込む習慣をつけましょう。パワー
時間中は、ソーシャルメディアの通知を切り、メールから離れ、仕事に集中できるスペースを見つけ
て重要な目標1つだけに取り組みます。他のことは一切しません。
• 自分の目標を書き出し、それらを頻繁に見返しましょう。自分の人生をより掌握していると思える
はずです。
• 会議の終わりに決定事項を概観し、その実行時期や次にグループで集まる日時を決める役割を
担いましょう。
• 他の人たちは、あなたほど効率的に考え、行動し、話していません。注意してください。彼らの「まわ
り道」が、発見や喜びをもたらすこともあるのです。
盲点に注意しましょう。

• あなたは自分の仕事に熱心に取り組みすぎて、目標や優先順位の変更に気づかないことがあり
ます。ときどき作業を中断して、目標を再評価してみてください。
• あなたは、何かに夢中になると他の人に対する反応が遅くなることがあるため、気持ちが通じ合っ
ていないように見えることがあります。ときには、仕事を中断して、あなたの人生にとって大切な人
からの声掛けに対応しなければならないことを認識しましょう。
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「戦略的思考力」

2. 未来志向
成長する方法

あなたは、未来と、そこで起こり得ることに触発されます。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。
あなたの未来志向がユニークな理由

この個人向けにカスタマイズされた強みのインサイトは、あなたのクリフトンストレングスの結果に特有のもの
です。
生まれながらにして、あなたは、 今後数週間、数か月間、数年間、数十年間に実現可能なことにつ
いて斬新なアイデアを考え出すことに多くの時間をかけていることが分かっているようです。 ときど
き、発明家、空想家、夢想家としての片鱗を見せることがあります。 あなたは、磨き上げた（熟練し
た）スキルや知識の新しい使い道や別の使い道を考えるかもしれません。
多くの場合、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。
おそらくあなたは、 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。
あなたは本能的に、 この先数か月、数年、数十年に起こることについて、長い時間、考えることがあ
ります。 将来についてじっくり考えるとき、人生の階段を上がるごとにどのような世界に暮らすこと
になるのかを考えます。
強みによって、あなたは 今後数か月、数年、数十年で達成できることに精神的および肉体的エネ
ルギーを振り向けます。 あなたが答えるべき問いは「アイディアが曖昧になったり、どうでもいいも
のになったりしてしまわないうちに、どの程度先のことまでを考えておけるのか？」ということです。
未来志向を活用することで成功する理由

あなたはビジョンを持った人です。高い見通す力と、より良い未来を詳細に思い描く能力で、願望
を実現させることができます。未来のビジョンで他の人を触発し、レベルアップを促します。
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ポテンシャルを最大化する行動をとる

あなたが思い描くより良い未来のビジョンを、他の人と共有しましょう。
• 水平線のかなたに見えていることを人に説明するときは、できる限り細かく描写しましょう。誰もが
あなたのように現在と未来のギャップを苦も無く埋められるわけではありません。
• 未来に関するあなたのアイデアが役立つ職務を選びましょう。例えば、起業やプロジェクトの立ち
上げなどで、卓越した手腕を発揮するかもしれません。
• 未来を描けない人を助けましょう。あなたは自然により良い明日を予測することができます。そこか
ら、現在の悩みの種や問題を捉えなおそうとすることにやる気を感じます。
• 自分自身、同僚、友人たちのビジョンを明確にするために、未来のためのアイデアを書き留めまし
ょう。
• 技術や科学に関する記事をどんどん読みましょう。それがあなたの想像力の糧となります。未来に
ついて考えるのが得意なあなたなら、たくさんの学びからさらなるひらめきを受けるでしょう。
盲点に注意しましょう。

• 未来を見据えて生きているあなたは、今この瞬間を楽しむことが難しいと感じることがあります。先
を見るための物事ももちろん重要ですが、今しかできない経験を味わうチャンスを逃さないように
しましょう。
• あなたと同じように未来を考えることができない人は、あなたのビジョンをはねのける可能性があ
ります。未来を良くするためには、現在の真の問題に対処しなければならいことを受け入れてくだ
さい。
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「影響力」

3. 社交性
成長する方法

あなたは、新しく出会った人を魅了し味方につけるという難題が大好きです。見知らぬ人と打ち解けて親しくな
ることから満足感を得ます。
あなたの社交性がユニークな理由

この個人向けにカスタマイズされた強みのインサイトは、あなたのクリフトンストレングスの結果に特有のもの
です。
多くの場合、あなたは、 新たに組織に加わった人と議論を始めることを心底楽しみます。 外部の
人とは世間話をするのでしょう。 あなたは他の人に自分の前ではくつろいでもらおうと心に決めて
います。 あなたと少し話をすると、ほとんどの人が新しい友人ができたと感じます。
強みによって、あなたは 友人や見知らぬ人と出会う機会を楽しみます。 あなたは相手を会話に引
き込みます。 言葉に詰まることはほとんどないでしょう。 あなたはあらゆる種類の会話、議論、言葉
のやり取りを楽しみます。 あなたは一人ひとりと軽い雑談を交わしながら、色々な人と交流するで
しょう。
持っている才能によって、あなたは、 人生はとてもわくわくするものだと信じています。 あなたは自
分の知り合い、チームメンバー、家族、友人の輪に多様な人を受け入れる機会を歓迎します。 あな
たは周りにいる人が多いほど喜びます。
あなたは本能的に、 行く先々で元気をふりまきます。 人と会い、話をし、あなたの前向きな考え方
を共有することで、あなた自身も相手も元気になります。
おそらくあなたは、 社交を楽しみます。 あなたは他の人と一緒にいることで刺激を受けます。 興味
深いことに、1人で過ごして物事を熟慮することも何ら苦痛ではありません。
社交性を活用することで成功する理由

あなたには、人を惹きつけ味方につける並外れた能力があります。社交的な場を盛り上げ、知らな
い人を自然に安心させることができるので、人をつなげてネットワークを作ることができます。
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ポテンシャルを最大化する行動をとる

毎日、他の人と交流する時間をとりましょう。
• 少なくとも1ヶ月に1回は知り合いに連絡をとって、ネットワークの構築と維持に努めましょう。
• 仕事仲間との連絡を絶やさないようにして、ネットワークを広げ、助けを求められる人材を増やしま
しょう。
• 多くの人が集まる場面で気後れしている人に安心感を与えられるように、あなたの生来の魅力を
活用しましょう。
• できる限り多くの人の名前を覚えてください。知人たちのファイルをつくり、知り合った人たちの名
前をそれに加えていきましょう。誕生日や好きな色、趣味、応援しているスポーツチームなど、ちょっ
とした個人情報も書いておくと役に立ちます。
• 地域の集まりに参加したり、ボランティアを申し出たりして、地元の有力者の社交リストに載る方
法を見つけましょう。
盲点に注意しましょう。

• あなたはすぐに人と親しくなったと思うと別の人に行くため、浅い、誠意のない人だと見なされる
場合があります。社交的な場で、誰かと話している最中に席を外して他の誰かと話したい衝動に
駆られたら、相手はやっと打ち解け出したかもしれないことを思い出しましょう。
• あなたは、自分をさらけ出して他人をあまりに簡単に信じる傾向があります。そのため、引っ込み
思案な人は関係を深めることをためらう可能性があります。コンフォートゾーンは人によって異な
ることに注意してください。相手を惹きつけ味方につけたいのなら、自分のやり方を合わせなけれ
ばなりません。
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「影響力」

4. コミュニケーション
成長する方法

あなたは、自分の考えを言葉で表現するのが得意です。話し上手で、プレゼンテーションに長けています。
あなたのコミュニケーションがユニークな理由

この個人向けにカスタマイズされた強みのインサイトは、あなたのクリフトンストレングスの結果に特有のもの
です。
持っている才能によって、あなたは、 他の人たちと問題やアイデアについて話し合うことに惹かれ
るかもしれません。 あなたはおそらく、一人の人が会話を牛耳る状況を避け、そういう事態になっ
たときは席を外すでしょう。
生まれながらにして、あなたは、 話をしたり、自分の経験を説明したりすることが得意であるかもし
れません。 人々はあなたの話を聞くのを楽しみにしているかもしれません。
あなたは本能的に、 ときどき、自分がマスターしたトピックや活動について、自信をもって話します。
生来の能力を元に、知識や技術をさらに獲得することがあります。 会話の中心があなたの専門知
識の分野になったときに、伝えるべきことを心得ているでしょう。
おそらくあなたは、 人に話をするコツを掴んでいるようです。 他の人を議論の輪に加えるすべをも
っているのでしょうか。 相手に各自の話、アイデア、感情を共有するよう促すのでしょうか。 あなた
はときどき、自分も会話に貢献したいと思うことがあります。 あなたが自分を表現する機会をでき
るだけ多く持とうとしている理由の一端がここに見て取れます。 あなたはときどき、特定の人の興
味深いコメントを認める、あるいは支持することがあるかもしれません。
強みによって、あなたは 楽しいことを引き付けます。 あなたは、「人生はパーティーである」という
言葉を体現しています。あなたは、グループの人々にとっての現在の状況を楽しく、興奮を巻き起こ
し、興味深いものに変えていくことができます。 あなたはエネルギーと情熱で沸き立っています。
陽気に騒ぐ機会を歓迎します。 人々は、単にあなたと一緒にいるだけでもそれを楽しみ、またあな
たが主催する社交的な集いを心待ちにします。
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コミュニケーションを活用することで成功する理由

あなたは、言葉や表現で他の人の注意を惹きつけることに長けています。自分や他の人の考えや
感じたことをぴったりの言葉で表現できるあなたの能力は、重要なメッセージを際立たせ、有意義
な関係構築にも役立ちます。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

会話を促進する才能を生かして他の人とつながり、鼓舞しましょう。
• 聴衆に注意を払ってください。発表に対する彼らの反応を観察するのです。ある箇所で特に人々を
惹きつけていることに気づくでしょう。聴衆を惹きつけた語句を振り返ります。それを中心にして次
回のプレゼン、会話、スピーチを組み立てましょう。
• 賢い言葉の使い方をしましょう。言葉は重要な「通貨」です。賢く使ってその影響力を観察しましょ
う。
• 知識や専門性も身に付けて、「コミュニケーション」の才能を強みのレベルまで高めましょう。メッセ
ージに内容が伴って初めて効果を発揮します。
• 最高のストーリーを常に頭の中にいくつか用意し、人前で話す練習をしましょう。やればやるほどう
まくなります。あなたは人の関心を惹くことに秀でています。
• 同僚間の合意を導くために自分の才能を使いましょう。発言を促し、考えや気持ちを言葉にするの
を助けます。
盲点に注意しましょう。

• あなたは生まれつきおしゃべりで、無意識のうちに自分の考えを共有しているため、自分が議論を
牛耳っていることに気づいていないときがあります。他の人が何か言おうとしていないか注意を払
い、彼らが意見を言えるように、自分がしゃべるのを止めることを考えてみましょう。
• あなたの言葉だけで他の人のモチベーションがいつも上がるとは限らないことを覚えておきましょ
う。話を聞く時間を作り、相手が話す内容、話さない内容に注意を払ってみましょう。
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「影響力」

5. 自我
成長する方法

あなたは、大きなインパクトを与えることに駆り立てられます。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付けます。
あなたの自我がユニークな理由

この個人向けにカスタマイズされた強みのインサイトは、あなたのクリフトンストレングスの結果に特有のもの
です。
生まれながらにして、あなたは、 特定の人に自分が信頼できる有能な、一流の人と見なされたい
と思っているかもしれません。 あなたはおそらく権威のある人物、専門家、家族、同僚、近所の人、
または友人などに強い影響を与えることを目指しているでしょう。
おそらくあなたは、 他の誰でもないあなただからこそできる活動にエネルギーと創造力を注ぐこと
ができる状況を求めています。 あなたは自分の判断力や能力を信頼しているため、あなたの仕事
は活力を与え、やりがいのあるものでなくてはなりません。 自分という存在について、生き生きとし
た印象を与えたいと思っています。
強みによって、あなたは 自分の名を上げたり、キャリアアップを図ったり、プロジェクトを推進したり
することに少々熱心すぎると感じることがあります。 自分の時間の大半を仕事、研究、その他の活
動などに費やしていると、自分の優先意識に疑問を感じる時があるかもしれません。 自分の熱意
が他人を悩ませたり、不快にさせたりしていないか悩むことがあるかもしれません。
多くの場合、あなたは、 トップを目指して自分自身を激しく駆り立てます。 通常、ゲームの進め方
やプロジェクトの編成を自分で指示できるときに、あなたは有利な立場を得ることができます。 あ
なたは生来、自分の人生を自分で決定していく人間であろうとします。
持っている才能によって、あなたは、 自分の生活のバランスを保ちたいと思っているかもしれませ
ん。 そうであっても、あなたは通常、仕事や研究を通して自己表現します。 あなたは自分が価値の
ある重要な人と見なされることを求めています。 あなたはほとんどの物事をうまくやることに意欲
的になります。あなたは、仕事とプライベートの用事が重なった場合に、ストレスを感じる可能性が
あります。
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自我を活用することで成功する理由

あなたは重要なことを遂行することに駆り立てられ、良い影響をもたらすことに一心不乱に取り組
みます。成功をもたらすために懸命に働く自分の意欲と多大な貢献に敬意を払ってほしいと考え
ています。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

他の人のレベルアップに貢献できる重要な仕事のチャンスを探しましょう。
• 自分が残したい功績を想像します。将来の自分を思い描きます。自分の人生を振り返るときは、世
界を良くするためにこれから何ができるか自問しましょう。
• 達成したいと強く望む目標、成果、資格のリストを作成して、毎日目にするところに貼ります。自分
自身を鼓舞するために、このリストを使うのです。
• 人生のいろいろな場面で受け取ったフィードバックやサポートが、あなたにとってどれだけ価値の
あるものになっているか、大切な人たちに伝えましょう。あなたは感謝と肯定を必要としています。
彼らの言葉はあなたのモチベーションを上げるでしょう。
• 常に実績に念頭に置いておきましょう。「自我」の資質は、あなたを傑出した目標に向かわせようと
します。
• 自分の強みを書き出し、それを頻繁に確認しましょう。一番うまくできることを思い出すことで、望む
フィードバックを得られないときでも自信を取り戻せます。
盲点に注意しましょう。

• 強い「自我」の才能を備えるあなたは、自分の評判や成功を過度に気にしていると見なされること
があります。敬意は行動と貢献に対して払われるものだということを理解しましょう。
• あなたは、時々、自分の弱さを隠していたり、過度に抑制しているような印象を与えることがあるた
め、周囲の人はどうすればあなたをサポートできるかわからないことがあります。助けが必要なと
きは他の人に知らせて、その人が重要な存在であると彼らに感じさせることの価値を考えましょう。
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「人間関係構築力」

6. ポジティブ
成長する方法

あなたには、人から人へと伝播する熱意を持っています。生き生きとしており、他の人たちに活気を吹き込み、
やる気を起こさせることができます。
ポジティブを活用することで成功する理由

あなたは、人から人へと伝播するエネルギーと熱意を持っています。心からの励ましを提供し、楽
観的な人生観を持つあなたには、周囲の人の気持ちを楽にする能力があります。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

他の人がユーモアを感じ、人生の明るい面に目を向けられるよう、手助けしましょう。
• 物事が順調に進んでいることが他の人たちにもわかるように助けることで、彼らの目をポジティブ
な面に向けさせておくことができます。
• 雰囲気を明るくする、楽しい話や冗談などを準備しておきましょう。あなたが人に与える影響力を
低く見積もってはいけません。日々の出来事で落ち込んだ大勢の人たちが、あなたを頼ってくるで
しょう。
• お祝いをしましょう。祝日、イベント、誰かの成功、祝い事が何であれ、パーティの計画を立てる人に
なりましょう。ちょっとした功績を祝うイベントを開催するための方法を探したり、誰もが楽しめる定
期的な祝賀行事を企画しましょう。
盲点に注意しましょう。

• 褒め言葉を伴うあなたの楽観性や寛容さは、表面的で浅はかで、心がこもっていないように見え
ることがあります。プラスの評価や賞賛を与えるときは、常にそれが誠実なものであるか確認してく
ださい。偽りの賞賛は批判よりも有害な場合があります。
• 相手がネガティブな感情をすべて吐き出すまでは、悪い状況の中からポジティブな面を見つけて
指摘しないよう注意してください。明るい話を聞きたいのではなく、ただ話を聞いてほしいときもあ
ることを理解しましょう。
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「影響力」

7. 最上志向
成長する方法

あなたは、個人やグループの改善を促す方法として長所に着目します。優れたものを最高レベルのものに変え
ようとします。
最上志向を活用することで成功する理由

あなたはクオリティーを重視し、最高の仲間と最善の仕事をすることを好みます。各人が最も得意
とすることを理解し、それを実行するよう促して、個人、チーム、グループを向上させます。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

優秀になることを目指して努力し、それを他の人にも推奨しましょう。
• 自分の強みに集中しましょう。最大限に伸ばしたい才能を毎月1つ選び、それを伸ばすために投資
します。スキルを磨きましょう。新しい知識を得ましょう。練習しましょう。専門性を高めるまで努力し
続けます。
• あなたの弱点を最小化する方法を考えましょう。例えば、パートナーを見つける、弱点をサポートす
る仕組みをつくる、自分の高い資質で弱い資質を補う、などです。
• 友人や同僚が他の人の才能と強みを認識できるように力になりましょう。
盲点に注意しましょう。

• 可能性があるすべての成果を検討したいというあなたの欲求は、妥当な結論を出して先に進みた
いと考える人を苛立たせる可能性があります。ときには、「十分良い」が適正かつ適切であることを
受け入れなければなりません。
• あなたは、プロジェクトやイニシアチブがあなたにとって優秀なレベルに達していないと落胆するこ
とがあります。許容範囲ではあるが理想的ではない状態で仕事を引き受けたり、終わらせたりしな
ければならないときでも、がっかりしないようにしましょう。
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「戦略的思考力」

8. 学習欲
成長する方法

あなたは学習意欲が高く、常に向上することに駆り立てられます。成果よりも学習すること自体に意義を見出
します。
学習欲を活用することで成功する理由

あなたは学ぶことが好きで、最良の学習方法を本能的に知っています。情報を選び取って素早く
吸収し、継続的な学習を自分に課す生まれつきの能力で、常に最先端の情報を獲得することがで
きます。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

自分の学習意欲を利用して、あなた自身や他の人の生活に付加価値を与えましょう。
• 新しい技術を早い段階で取り入れ、同僚、友人、家族に情報を提供しましょう。あなたは飲み込み
が早いので、最先端の知識を他の人と共有して説明すれば感謝されるでしょう。
• 学びたいという気持ちを大事にしましょう。地域や職場で教育の機会を活用しましょう。毎年少なく
ともひとつは新しい科目や講座をとることを自らに課しましょう。
• 知識を増やす機会を探しましょう。取り組む科目、コース、プロジェクトの難易度を少しずつ上げて
ください。あなたは学習曲線が急激に上がるような挑戦がとても好きです。停滞しないように注意
しましょう。
盲点に注意しましょう。

• 学ぶことや勉強することを重んじるあなたは、他の人にこの価値観を押し付ける傾向があります。
相手のモチベーションに必ず敬意を払い、学習のための学習に追い込むことは止めましょう。
• あなたは、学ぶ過程が楽しすぎるあまり、成果を重視しないことがあります。知識を習得する過程
が、成果や生産性の妨げにならないよう注意してください。
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「戦略的思考力」

9. 戦略性
成長する方法

あなたは、先に進むために別の選択肢も想定します。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。
戦略性を活用することで成功する理由

あなたは代替となる選択肢を迅速に比較して最善のものを決定します。状況を予測し、頭の中で
さまざまなシナリオを描き、先の計画を立てる能力が生まれつき備わっているあなたは、意思決定
も迅速です。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

状況の変化に対処できるよう、常に3つ以上の選択肢を考えておきましょう。
• 成功への最善の道を見つけ出すあなたの才能を駆使して、グループを強化しましょう。あなたはす
ぐにそれがわかるので、思いつきのように見えるかもしれません。あなたが考えたことを周りが理
解できるように説明しましょう。
• 自分の目標と戦略について考える時間を、毎日のスケジュールに組み込みましょう。すべての選択
肢を評価し、個々の目標について適切な施策を見つける作業は、一人でやるのが適しています。
• 自分の洞察力を信じましょう。あなたはあまりに自然に、そして簡単に選択肢を考えるので、どうや
ってその戦略を思いついたのか覚えていないこともあります。それでも、その才能により成功する
確率が高いでしょう。
盲点に注意しましょう。

• 他の人と一緒に仕事をする場面では、「戦略性」の才能が批判と間違われることがあります。すで
に順調に機能していることや他の人が成功したことに気を配りましょう。
• あなたはパターンや経路を極めて短時間で評価するため、他の人はあなたの思考プロセスにつ
いていくことも、理解することも難しい場合があります。ときには後戻りして、そこまでの考えに至っ
た経緯を説明しなければならないことを自覚しましょう。
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「実行力」

10. 達成欲
成長する方法

あなたは働き者で、スタミナもあります。自分が多忙で生産的であることに、大きな満足感を得ます。
達成欲を活用することで成功する理由

タスクを完了することが好きなあなたは、達成することで満足感を得ます。あなたには強い内的な
動機があります。生まれつきの強さやエネルギー、パワーは、一生懸命に物事を成し遂げるモチベ
ー
ションになります。
ポテンシャルを最大化する行動をとる

強さと努力を、人生で最も重視しましょう。
• チャレンジ目標を設定しましょう。プロジェクトを終わらせるごとに、自分の内なるモチベーションを
うまく利用して、さらに難易度の高い目標を設定しましょう。
• 次の項目や業務に進む前に、数分でも時間を取ってひとつひとつの成功を喜びましょう。
• プロジェクトや割り当てられた仕事に対するコミットメントは、できる限り高い優先事項に合わせる
ようにしましょう。
盲点に注意しましょう。

• あなたは、他の人が自分と同じように一生懸命働いていないとイライラすることがあります。同時
に、彼らはあなたを要求の厳しい人だと思うかもしれません。誰もが自分自身に厳しいわけでも、
あなたほど仕事に駆り立てられるわけでもないことを、覚えておきましょう。
• あなたは物事をやり遂げようというニーズが高いために、全体像が見える前にプロジェクトを引き
受けたり、期限に同意したりする可能性があります。コミットする前に、きちんと実行するための時
間とリソースがあることを確かめましょう。
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クリフトンストレングスの残りの項目を確認
する

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

活発性
個別化
責任感
調和性
内省
収集心
アレンジ
競争性
自己確信
規律性
信念
指令性
着想
公平性
親密性
分析思考
共感性
包含
慎重さ
運命思考
回復志向
成長促進
原点思考
適応性

あなたの可能性を最大限に引き出す最高の機会は、あなたの上位資質を育て、
活用することで得られます。 同時に、あなたのクリフトンストレングス34の資質す
べてを理解することも重要です。
あなたのクリフトンストレングス34プロファイル
クリフトンストレングス34プロファイルの上位にある資質は日常的に発揮されて
いると考えられます。下位に近いものはほとんど表れていないでしょう。
あなたの才能のDNAを完全に理解するために、クリフトンストレングスの資質す
べてが、単独でまたは他の資質と組み合わさって、仕事や生活にどのように影響
を与えているかを検討しましょう。さらに、トップ10の資質について詳しく見ていき
ます：

• 中位資質を確認する。 あなたは、これらの資質が自分の行動に時々現れ
ていることに気づいているかもしれません。 また、特定の状況では、この資
質に頼る必要がある場合もあります。 中位資質は必要に応じて使用でき
るサポート的役割として理解しましょう。
• 下位資質に対処する。 クリフトンストレングスの上位資質はあなたがどの
ような人間であるかを表すものであり、下位資質はあなたではないことを
意味します。 これは、必ずしもあなたの弱みではありませんが、最も力を発
揮しない資質ではあります。 これらの資質を適切に対処しなければ、あな
たのポテンシャルを最大限に発揮する妨げになるかもしれません。
• 弱みを特定する。 どの資質が妨げとなっているかを判断するには、次ペー
ジの「弱みとは何か?」のセクションを確認してください。そして、成功の障
害となり得るものを克服する方法を見つけましょう。
クリフトンストレングスプロファイル全体を確認するには、本レポート巻末の「クリ
フトンストレングス34資質の順序」セクションをご覧ください。
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弱みとは何か?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

目標志向
未来志向
社交性
コミュニケーション
自我
ポジティブ
最上志向
学習欲
戦略性
達成欲
活発性
個別化
責任感
調和性
内省
収集心
アレンジ
競争性
自己確信
規律性
信念
指令性
着想
公平性
親密性
分析思考
共感性
包含
慎重さ
運命思考
回復志向
成長促進
原点思考
適応性

クリフトンストレングスに着目するということは、弱みを無視してよいという意味で
はありません。
ギャラップでは、弱みを「成功の妨げとなるもの」として定義しています。
クリフトンストレングスアセスメントは弱さを数学的に定量化するものではありま
せんが、このプロファイルを用いることで、あなたのどの資質でも成功の妨げとな
る可能性があることを検討できます。
上位資質は、あなたに成功をもたらす最高の可能性です。 ですが、状況や人に
よっては、上位資質によって、自分が効果的に機能することを妨げ、盲点にもなり
ます。
また、プロファイルの下位資質も、あなたの成功を妨げる場合があります。 必ずし
も弱みとはいえませんが、自然に発揮できるものではないことが多いです。
潜在的な弱みを特定するために、自問自答してください：
•
この資質は私の成功を妨げたことがありますか?

•

この資質に関するネガティブなフィードバックをこれまでに受けたことが
ありますか?

•

この資質を発揮すると疲れてしまいますが、私の役職で発揮する必要が
ありますか?

これらの質問のいずれかの答えが「はい」の場合は、弱みとなる領域を見つけら
れるかもしれません。 弱みを無視しないでください。 弱みは無視するのではなく、
強みに着目し、妨げとなる資質に対処するように努めましょう。
弱みに対処するにはどうすればよいですか?
•
把握する：自分の弱みと、それがどのように妨げとなっているかを把握し
ましょう

•

協力する：仲間にサポートを求めましょう

•

強みを活かす：別の資質を活用して、より良い結果を達成しましょう

•

とにかくやる：一歩を踏み出して、今でき得るベストを尽くしましょう
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あなた独自の貢献を特定する：
クリフトンストレングスの領域
クリフトンストレングス34プロファイルは、自分がどのような人間なのかを理解するのに役立ちます。また、どのよう
に物事を成し遂げることができるのか、他者に影響を与えることができるのか、信頼関係を構築できるのか、情報を
処理できるのかを理解するための大きな助けとなります。 クリフトンストレングスの4つの領域によるフレームワーク
（「実行力」、「影響力」、「人間関係構築力」、「戦略的思考力」）は、あなたの資質について、また、チームに参加す
る、チームを作る、チームをリードする上でどのように貢献ができるかを考える一助となります。
最高のチームは、自分自身の、そして他者のチームに対するユニークな貢献を理解するメンバーから成り立ちます。
この気づきと感謝が、団結力を強め、万能でより生産的な、エンゲージしているチームになるための活力を生み出す
のです。
しかしながら、この4つの領域に考えを縛られないよう注意してください。 特定の領域に上位資質が当てはまらなか
ったとしても、心配はありません。 これは、例えば、戦略的に思考できない、人間関係を構築できない、ということを意
味するものではないからです。 誰もが物事を成し遂げ、他者に影響を与え、人間関係を構築し、情報を処理していま
す。 あなたの上位資質を、それが属している領域とは違う領域で活かせば、同じ結果が手に入ります
次のページでは、あなた独自のクリフトンストレングスプロファイルがどのように4つの領域に分類されたかを説明し
ます。 自分の強みの領域を知ることは、最も貢献できる方法を理解するのに役立ちます。

クリフトンストレングスの領域
「実行力」

「実行力」を上位資質に持つ人は、物事を
成し遂げます。

「人間関係構築力」

「人間関係構築力」を上位資質に持つ人
は、しっかりとした人間関係を構築し、チ
ームをまとめ、単なる個人の寄せ集めで
はなく大きな力を発揮するチームを作りま
す。
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「影響力」

「影響力」を上位資質に持つ人は、主導権
を握る方法を知っていて、はっきりと意見
を表明し、他の人たちがそれに確実に耳
を傾けるようにします。

「戦略的思考力」

「戦略的思考力」を上位資質に持つ人は、
情報を取り入れ、分析し、より適切な判断
を下せるようにします。
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あなたは、クリフトンストレングスの資質
「影響力」 に強みがあります。
あなたは、主導権を握り、はっきりと意見を表明し、他の人が確実に耳を傾ける方法を知っています。

「影響力」

「戦略的思考力」

「実行力」

「人間関係構築
力」

このチャートは、4つの領域におけるあなたのクリフトンストレングス34資質の結果の相対分布を表したものです。 これらの分類は、あ
なたが最高の成果を出す可能性の高い分野と、チームへの最良の貢献方法を理解する良い出発点となります。
あなたのクリフトンストレングスの領域に関する詳細は、以下のチャートをご覧ください。

クリフトンストレングスの領域
「実行力」

17

「影響力」

1

4

「人間関係構築力」

3

「戦略的思考力」

6

25

15

8

内省

学習欲

アレンジ

目標志向

コミュニケーション

社交性

ポジティブ

親密性

21

20

22

18

12

14

26

9

信念

規律性

指令性

競争性

個別化

調和性

分析思考

戦略性

24

13

7

19

27

30

33

2

公平性

責任感

最上志向

自己確信

共感性

運命思考

原点思考

未来志向

31

10

11

5

28

34

16

23

回復志向

達成欲

活発性

自我

包含

適応性

収集心

着想

29

32

慎重さ

成長促進
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行動する
クリフトンストレングスのレポートを読むことは、始めの一歩にすぎません。 最高の状態へ到達するには、クリフトン
ストレングスを活かして成長し、可能性を最大限に引き出すことにかかっています。
ここで、次のステップに進みます：
•

強みを他の人と共有する。 親しい人と、これに関して対話することは、あなたの上位資質の開発を加速します。

•

ギャラップ認定ストレングスコーチを探す。 コーチは、上位資質を状況に応じて効率的に活かす方法を学ぶ際に助
けとなります。

•

上位資質を日々活かす。 レポートのアドバイスを読み、自分自身をガイドするために活用します。

上位資質を活用して成長する方法

目標志向
具体的な目標とスケジュールを設定して、モチベーションを維持しましょう。
未来志向
あなたが思い描くより良い未来のビジョンを、他の人と共有しましょう。
社交性
毎日、他の人と交流する時間をとりましょう。
コミュニケーション
会話を促進する才能を生かして他の人とつながり、鼓舞しましょう。
自我
他の人のレベルアップに貢献できる重要な仕事のチャンスを探しましょう。
ポジティブ
他の人がユーモアを感じ、人生の明るい面に目を向けられるよう、手助けしましょう。
最上志向
優秀になることを目指して努力し、それを他の人にも推奨しましょう。
学習欲
自分の学習意欲を利用して、あなた自身や他の人の生活に付加価値を与えましょう。
戦略性
状況の変化に対処できるよう、常に3つ以上の選択肢を考えておきましょう。
達成欲
強さと努力を、人生で最も重視しましょう。
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クリフトンストレングス34資質の順序
1. 目標志向

8. 学習欲

「実行力」

「戦略的思考力」

「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。

「学習欲」の資質が高い人は、学習意欲が旺盛で、常に向
上を望んでいます。結果よりも学習すること自体に意義を
見出します。

2. 未来志向

9. 戦略性

「戦略的思考力」

「戦略的思考力」

「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。

「戦略性」の資質が高い人は、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。

3. 社交性
「影響力」

「社交性」の資質が高い人は、知らない人と出会い、惹き
つけ味方につけることが大好きです。見知らぬ人と打ち解
けて親しくなることから満足感を得ます。

10. 達成欲
「実行力」

「達成欲」の資質が高い人は、並外れたスタミナがあり、旺
盛に仕事に取り組みます。自分が多忙で生産的であること
に、大きな満足感を得ます。

4. コミュニケーション
「影響力」

「コミュニケーション」の資質が高い人は、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。

11. 活発性
「影響力」

「活発性」の資質が高い人は、アイデアを実行に移すことに
より結果をもたらします。単に話すだけではなく、いますぐ
実行することを望みます。

5. 自我
「影響力」

「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。

12. 個別化
「人間関係構築力」

「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。

6. ポジティブ
「人間関係構築力」

13. 責任感

「ポジティブ」の資質が高い人は、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、他の人たちに活気を吹き込み、やる気を起こさせ
ることができます。

「実行力」

7. 最上志向

14. 調和性

「影響力」

「人間関係構築力」

「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。

「調和性」の資質が高い人は、意見の一致を求めます。意
見の衝突を嫌い、異なる意見でも一致する点を探ります。

「責任感」の資質が高い人は、一度やると言ったことに対し
て、心理的に責任意識を持ちます。正直さや忠実さなどの
普遍的価値を大切にしています。

15. 内省
「戦略的思考力」

「内省」の資質が高い人は、知的な活動に多くの時間を費
やします。内省的で、知的な議論が好きです。
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16. 収集心

24. 公平性

「戦略的思考力」

「実行力」

「収集心」の資質が高い人は、収集や蓄積を必要とします。
その対象には、情報、アイデア、人工物だけでなく、人間関
係も含まれる場合があります。

「公平性」の資質が高い人は、あらゆる人を平等に扱う必
要性を確信しています。明確なルールを定め、それに従う
ことで、世界のすべての人を公平に扱おうとします。

17. アレンジ

25. 親密性

「実行力」

「人間関係構築力」

「アレンジ」の資質が高い人は、多くの物事を整理し組織
化することができると同時に、この能力を補完する柔軟性
も備えています。すべての要素と資源をどのように組み合
わせたら、最高の生産性を実現できるのかを考えるのが好
きです。

「親密性」の資質が高い人は、他の人たちとの緊密な関係
を楽しみます。目標達成のために友人と努力することから、
大きな満足感を得ます。

18. 競争性
「影響力」

「競争性」の資質が高い人は、自分の進歩を他の人と比較
します。コンテストで勝つために、相当な努力をします。

26. 分析思考
「戦略的思考力」

「分析思考」の資質が高い人は、物事の理由と原因を追求
します。状況に影響を与える可能性のあるすべての要素を
考慮に入れる能力を備えています。

27. 共感性
19. 自己確信
「影響力」

「自己確信」の資質が高い人は、自分の能力と判断力に
自信を持っており、リスクを冒すこともあります。まるで、自
分が正しい方向へ進んでいることを教えてくれる羅針盤が
体内に備わっているかのようです。

20. 規律性
「実行力」

「規律性」の資質が高い人は、日課や身のまわりを秩序だ
てることを好みます。世界は自分の考えた秩序で説明でき
ると考えています。

21. 信念
「実行力」

「信念」の資質が高い人は、核となる普遍的な価値観を持
っています。これらの価値観は、彼らの人生に明確な意義
をもたらします。

22. 指令性

「人間関係構築力」

「共感性」の資質が高い人は、自分を相手の状況に置き換
えて考えることにより、相手の感情を察することができま
す。

28. 包含
「人間関係構築力」

「包含」の資質が高い人は、相手を受け入れることができ
ます。人の輪から外れている人に注意を払い、そのような
人を輪に入れようと努力します。

29. 慎重さ
「実行力」

「慎重さ」の資質が高い人は、決定や選択を行うときに細
心の注意を払います。あらゆる道のりには、危険や困難が
待ち受けていると考えています。

30. 運命思考
「人間関係構築力」

「指令性」の資質が高い人は、存在感があります。状況の
主導権を握り、決断を下します。

「運命思考」の資質が高い人は、あらゆる人や物事は互い
に結び付いていると考えています。この世に偶然というもの
はほとんど存在せず、ほぼあらゆる出来事には何らかの意
味が存在すると確信しています。

23. 着想

31. 回復志向

「戦略的思考力」

「実行力」

「着想」の資質が高い人は、新しいアイデアを考えるのが
大好きです。見た目には共通点のない現象に、関連性を見
出すことができます。

「回復志向」の資質が高い人は、問題を解決するのが大好
きです。どこに問題があるのかを探りあて、それを解決する
ことに長けています。

「影響力」
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32. 成長促進

34. 適応性

「人間関係構築力」

「人間関係構築力」

「成長促進」の資質が高い人は、他の人の持つ可能性を
認識し、それを伸ばします。小さな進歩の兆候を見逃さず、
成長の証に満足感を得ます。

「適応性」の資質が高い人は、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。

33. 原点思考
「戦略的思考力」

「原点思考」の資質が高い人は、過去について考えるのが
好きです。歴史をたどることにより、現在を理解します。
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