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はじめに

このレポートの利用に際しては、以下の条件を遵守してください。

このレポートに含まれる一切の内容に関する著作権は、レポート作成者に帰属し、日本の

著作権法や国際条約などで保護されています。

著作権法上、認められた場合を除き、著作権者の許可なく、このレポートの全部又は一部

を、複製、転載、販売、その他の二次利用行為を行うことを禁じます。

これに違反する行為を行った場合には、関係法令に基づき、民事、刑事を問わず法的責任

を負うことがあります。

レポート作成者は、このレポートの内容の正確性、安全性、有用性等について、一切の保

証を与えるものではありません。また、このレポートに含まれる情報及び内容の利用によ

って、直接・間接的に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

このレポートの使用に当たっては、以上にご同意いただいた上、ご自身の責任のもとご活

用いただきますようお願いいたします。
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弱点↔魅力の読み替え

臆病

臆病というのは、リスクを極端に恐れる、という特徴を表します。

そのため物事を進める時には、計画などを立ててコツコツ進めるなどの方法が適している

と考えられます。

またリスクを恐れるがゆえに、同様に恐れを持つ人に対して共感ができる、

という優しさを持っていると言えます。

繊細

繊細というのは、小さな出来事でこころが影響を受ける、という特徴を表します。

これは小さなことにも敏感に気づくことが出来るということでもあり、集団で物事進める

ときなどに、協調性を発揮すると考えられます。

また他人のこころの動きにも気づきやすいと考えられ、それを汲み取る優しを持ち合わせ

ているといえます。

気が弱い

気が弱いというのは、自分自身を強く主張しない、という特徴を表します。

自分を強く主張しないということは、逆に相手を尊重することが出来ると考えられます。

相手を尊重するということは、立場が弱いという人にも同様で、優しさに溢れていると言

えます。

神経質

神経質というのは、物事の細かい部分にも神経を使う、という特徴を表します。

全体の出来上がりに加えて、細かい部分も気づくことが出来ると言えます。

完璧主義とも取れますが、高い水準を目指すので、向上心に溢れているとも考えられます。
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また細かい部分にも気づく、高い感受性を持ち合わせているとも言えます。

短気

短気というのは、一般的には待つことができない、という特徴を表します。

待つことができないというのは、見方を変えれば時間の重要性にこだわりを持っていると

言えます。

また待てないという主義を全面に出すという、強い情熱を持っているとも言えます。

じっとしていられないということは、動くことが得意で、非常に行動的な麺があると考え

られます。

頑固、意地っ張り

頑固というのは、自分の考えを変えにくい、という特徴を表します。

自分の考えや決めたことを変えないということは、それを守る強い意志の強さがあると言

えます。

意志の強さに加えて、周囲の環境に揺さぶられない強さもあると言えます。

外部の影響に強いということは、ストレスに対しても強いという一面もあると考えられま

す。

他人に厳しい

他人に厳しいというのは、他人に対して要求する水準が高い、という特徴を表します。

要求が高いということは、向上心が強いことの現れであるとも言えます。

また要求することが出来るということは、自分の中に理想の形がイメージできるというこ

とでもあります。

要求する際には人のことをよく観察する必要があり、観察力のある人であると考えられま

す。
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自分に甘い

自分に甘いというのは、自分に対しての要求する水準が低い、という特徴を表します。

自分の気分が良いかなどが重要なので、周囲の状況ではなく自分のペースを保つことが出

来ると言えます。

この自分のペースを保つ事ができる裏には、周りに振り回されない強さがあると考えられ

ます。

また自分の感情に素直に生きているとも考えられ、裏表がない人だと言えます。

単純、騙されやすい

単純というのは、物事を疑うことなく信じる、という特徴を表します。

疑うことなく信じるということは、人もすぐに信じられる能力があり、多くの人と打ち解

けやすいと考えられます。

また人を素直に認めることが出来るので、他人の成功などを素直に祝うことが出来るなど、

周囲から好意的な印象を受け取られるでしょう。

軽い、おちゃらけている

軽いというのは、物事を深く考えない、という特徴を表しています。

物事を深く考えないということは、細かいことを気にしないという強さを持っていると言

えます。

また他人を楽しませようというサービス精神を持ち合わせている場合もあり、グループか

ら非常に好まれる人になります。

また細かいことを気にしないことで、ストレスと溜め込みにくい性質であるとも言えます。

主体性がない

主体性がないというのは、物事を進めるときに自分自身が中心になることを避ける、とい

う特徴を表します。

集団で物事を進める際には、他の人の意見を尊重することが出来ると考えられます。
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物事を進める際には、メンバーの中心で皆を引っ張るというよりも、他の人の支えること

が得意だと考えられます。

また他人の考えを尊重できるので、協力して物事勧められるなどの、高い協調性を持って

いるとも考えられます。

引っ込み思案

引っ込み思案というのは、表立って自分の考えを述べることを避ける、という特徴を表し

ています。

自分が何かを喋ること自体ではなく、喋ったことでどうなるかを気にかける、相手の気持

ちを尊重できる性質であると言えます。

そのため多くの行動が、相手のことを考えて行動することとなり、自然とこころに寄り添

う事ができる優しいこころを持っていると言えます。

人見知り

人見知りというのは、初対面の人と接することが苦手、という特徴を表しています。

初対面では緊張をしてしまったりしますが、ある程度仲良くなるととても喋りやすくなり、

人と人との深い繋がりを大切にしていると言えます。

また初対面でいきなり喋りかけるのではなく、よく観察してから会話をし始めるので、非

常に観察力に優れていると考えられます。

また付き合う人を慎重に選ぶように、物事を慎重に考えられるという性質を持ち合わせて

いると考えられます。

八方美人

八方美人というのは、誰にでも自分を良く見せる、という特徴を表しています。

自分を良く見せるということは、自分の良い部分を知っているだけでなく、それを魅せる

高いスキルを持ち合わせていると言えます。

自分を魅せるスキルは、相手とのやり取りが何よりも重要で、高いコミュニケーションス

キルも持ち合わせていると言えます。
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またいい部分に集中をしているために、他人のいい部分を自然に見ることが出来るとも言

えます。

にぶい

にぶいというは、小さな物事に中々気づかない、という特徴を表しています。

気づかないということは、ある意味では動じないという意味でもあり、強い精神力を持ち

合わせているとも言えます。

周りのペースに乱されず、自分のペースを保つことが出来る強さもあると考えられます。

またその自分のペースのお蔭で、周りの暗い雰囲気に飲まれずに、場の空気を変えること

も可能でしょう。

落ち着きがない

落ち着きが無いというのは、一つの物事に集中している時間が短い、という特徴を表して

います。

一つの物事に集中しない代わりに、とても幅広いことに興味をもつことが出来る好奇心旺

盛な性質だと言えます。

また複数に興味を持つことで、同時にたくさんのことをこなす力があると言えます。

多くの物事をこなすために時間への注意もあり、時間を有効活用することに長けていると

も考えられます。

でしゃばり

でしゃばりというのは、物事を進める際に自分が積極的に全体に関わろうとする、という

特徴を表しています。

何にでも関わるという非常に積極性を持っているため、目の前にぶら下がるチャンスはた

めらいなく掴む事ができるでしょう。

また非常に面倒見が良い一面があり、人のお世話が好きだとも言えます。

全体に関わることに加えて、自分が関わっているということをアピールする面もあり、自

己アピールが得意だとも言えます。
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嫉妬深い

嫉妬深いというのは、主に人間関係などで好きな人が別の人に接近するとやきもちを焼き

やすい、という特徴を表しています。

自分の好きなものや人に強くこだわる事ができ、一つの物事に集中することができるとも

考えられます。

また好きなものがハッキリしていて、自分の理想の形などが明確になっていると考えられ

ます。

とにかく自分の好きなものに対してのエネルギーが強く、使い方次第では他人よりもより

多くの結果を出せると考えられます。

孤独、寂しさを抱えている

孤独というのは、一人で過ごす時間に対して負の感情を抱く、という特徴を表しています。

一人ですごく事自体は決して悪いことではなく、自分のエネルギーを自分自身のためにつ

かう、内向型であると言えます。

エネルギーが自分に向いていることもあり、自分が好きだと思うものに対してのエネルギ

ーも強く、人一倍の努力は惜しまないと考えられます。

また「寂しい」という感情を自覚しているために、同じように寂しいと感じる人に寄り添

うことができる、優しを持っていると考えられます。

負けず嫌い

負けず嫌いというのは、勝負事で勝つことに執着している、という特徴を表しています。

「勝ち」に対して執着が強いために、そのための努力は惜しまない努力家であると言えま

す。

物事の経過ではなく、「勝ち」という結果に集中しているため、物事を進める際にも結果を

追求して進むことができるでしょう。

その結果を出すことに対しては責任感が強く、リーダー気質でもあると考えられます。
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大雑把、ゆるい

大雑把というのは、物事の細かい部分ではなく全体のまとまりで捉える、という特徴を表

しています。

物事に限らず対人関係でも同様に、細かい部分にはこだわらないので、自然体で親しみや

すいという印象を与えるでしょう。

全体のまとまりを重視しているので、物事のポイントを抑えて進めることができる、全体

の把握力を持っていると言えます。

また細かい部分が発覚してもブレないことから、物事に動じない強さを持っていると言え

ます。

ひねくれている

ひねくれているというのは、相手が期待している返答と異なる答えや考えを返す、という

特徴を表しています。

多くの人が考えるものとは違い、非常に独創的な視点を持っていると考えられます。

また多くの方面から物事考えることができ、問題発見や解決においては非常に頼りになる

存在でしょう。

周囲の人と異なる考えを主張するというような、自分自身のこだわりを追求できる研究者

気質と考えられます。

生意気

生意気というのは、それを言うには値しない立場であるにも関わらず偉そうな態度や振る

舞いをする、という特徴を表しています。

周囲の環境に物怖じせずに振る舞うことができ、周囲の環境を恐れない強さがあると言え

ます。

またそんな中で自分をしっかりと保つ、自分自身の芯の強さもあると考えられます。

そしてその物怖じしない中で導き出された自分の考えを、きちんと伝える事ができるとも

考えられます。
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ナルシスト

ナルシストというのは、自分自身を愛でる行動が過剰である、という特徴を表します。

自分をよく見せる方法を知っており、アピール力に長けていると言えます。

また自分をよく見せる要素についてこだわりを持っており、そのこだわり力を活かした際

には誰にも負けないと言えるでしょう。

自分自身がより自分の理想の形に近づくための努力を怠らず、向上心に溢れていると考え

られます。

おせっかい

おせっかいというのは、過剰に人のことに踏み込む、という特徴を表しています。

他人に関わる事が多く、非常に面倒見の良い性質であると言えます。

面倒見の良さから人に教えたりすることが多く、教えることが得意だと考えられます。

教える際には深く関わるため、細かい部分にまで気づくことができるでしょう。


