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タイプ　1

性格診断おもしろかった。確かに当てるな､
と思った。ミスが嫌いだったりするところが。
いろいろなタイプが混ざりあって､社会が成り

立っているのだと思った。

同じタイプ同士が集まると､話し
合いがうまくいかないということ
は納得しました。少しギクシャク
してしまい､円滑に進みません

でした。

先週出ていないので､性格タイプは「1」だと
思い､とりあえず「1」に出席しました。今回
の議論はプロセスのみが唯一意味のある
ことだと思うが、明確なルールがなければ
意味のある議論（プロセス）は成立しない。
今回のような漠然としたテーマでは守りに
浮いたものになる。今日の授業後半は､

私にとって1プロセスであった。

完璧主義と感じられる点が
いくつかみられた気がしま

した。でも、このタイプで割り
切れるものなのでしょうか ？

タイプ　2

前回もドキッとしたことがあったが､
今回も「自己犠牲的」という言葉に

胸が痛んだ。
タイプ　3

性格タイプ当たったです。こわい
くらい。でもちょっとショック！！

でもこんな自分が案外好き
だったりもします。

というか､ほぼ当たり。見ずか
されているような気が…。

ドキッとします。

たとえば「3」は話題を提供する
ことが多く､あいつらがあまり

得意でないと思うので､「3」の中
で2人同時にしゃべりだすなどが

あるようです。

タイプ　4

確かに4グループはまとまりが
なかったように感じました。同じ
タイプでも､もっと深く掘り下げる
とまた、違ったタイプが現れる

ように思います。

タイプ別の人を見る
ことによって､人との
接し方が変わるかも
しれないと感じた。

けっこう当たっててびっくり
しました。同じグループの
人と話がはずまなかった。
先生の言った通りバラバラ
な感じがした。もしかした
らワガママな集団=4なの

かもしれない。

自分の性格のタイプを見て､納得する
部分がとても多く､改善すべきことが

わかり､興味が一段と増やした。
けっこう診断結果
が当たってて､

びっくりしました。

確かに感情的
になることや
自分のなかに
引きこもること
が多いと自分
でも感じる。

みんなマイ
ペースだった。

身につけば人を許した
くなる。というのをきく
ととてもうなづける。

個性派と冒険者が同じポイントでした。
冒険者側で話していたのですが､私は
盛り上がる話題がみんなと違うな､と
感じました。むしろ「4」の個性派なの

かなと思いました。

大多数の人がそれを「良い」
とか「素敵」と思わなくても､
自分はそれを「良い」と思う､
ということが19年間生きて
きて何度かありました。

それってどうなんですか…
ものを作ったり､絵を書く

ことは好きです。
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タイプ　5

性格タイプは自分にぴったり
の診断がついたと思う。あま
りにも自分の性格そのもので
気持ち悪い。でも､この性格が
1番よいと自分では思うので､

特に問題はない。

皆なかなか話してくれ
ず､お互いを静観して
いて、終始盛り上がら

ず。でした。
私的ですが､「3」成功
を求める人、「8」統率
者、「7」冒険者といる
ことが合うような気が

します。

とても当たっていたので
少し驚いた。集まって話
をしているとけっこう共
通点があっておもしろ

かった。

おととしと同じ結果
「タイプ5の考える人」
になってしまった。

タイプ5の人は目立ち
たがらないという点を
聞いて苦笑いした。

みんな友達といる
よりも一人でいる
のを好み､読書
好きな傾向が

あった。同じタイプ
の人間と話すのは
思ったよりも楽し
かった。またこの
ような授業を期待

したい。

先生のご指摘の
通り､話し合いは

あまり活発で
なかった。しかし
時間がたつと
2~3人ずつ位

で少しずつ話して
いるようだった。

考える人たちのみなさんは静かでつつ
ましくあまり話さなかった。世の中が

このタイプの人たちしかいなかったら、
つまらないだろうと思う。

「5」の人は社交的な
タイプで､最初は話が
あまりはずまなかっ
たが､話しているうち
に似ているところを

発見しあったりできて
楽しかった。「5」の

タイプは活字は好き
で､他人と長時間
一緒にいるのが

苦手である。

タイプ　7

性格はかなり当たっている
と思う。たったあれだけの
質問内容でここまで当たる
とは驚き。しかし､同じタイプ
の人たちでも2,3番目に多か
ったやつの違いによって微

妙に違っていた。

話し合いが冒険だった。
楽しい冒険だった。

自己分析､実際あたって
いるような気がした。

私のタイプは「7」でしたが、何か違う
ような気がしました。グループで作業
した時も、自分の意見と周りが違う
ことが多く、ここじゃないと思いま

した。次回は、次に点数が高かった
「2」へ行ってみようと思います。

私はあまりタイプには
こだわりたくないなー
と思います。面白い
けど、そんなに気に
することはないん

じゃないでしょうか。

確かに何事にも楽しい
ことは好きでプラス思考
です。自分はタイプ「8」
に近い「7」なので、また
今後どのように変わって
いくのか楽しみです。

7割の人にあてはまるということでした
がやはり一人はちょっとタイプが違う
感じでした。前回の講義の感想をこの

9つのタイプ別に分けた結果を是非
みてみたいです。

タイプ　8

5分間目を閉じながら考えた時、「そういえば
私は昔から委員長やら部長などの役職に

ついていたな」と自分の中の統率者の一面を
見つけた。そして、同タイプの人と話して
なんだか自分を見ているようだなと思い、
私は他の人からこう見えるかと考えたら

なんだか不思議な感じでした。



知的生産の技術②021021 ③

毎年のことだが、エニアグラムの
結果に驚かされる。自分の平素の
行動と性格の因果関係について
より多角的な分析が成されれば、
よりおもしろいものとなるだろう。

よく当たっていて、
おもしろかったです。

私はタイプ9で、タイプ9があまりにも
多いことに驚きました。その文、自分
は平々凡々名人間なのかと思い、

少しガックリしました。

「何をやってきたか」という話をきいて、考え
なければいけないことをたくさん見つけた

気がしました。「9」の人は話し合っても
みんなマイペースでまとまらなかったです。

同じ性格タイプの方と話し合いをする
のはなんとなく落ち着いた気分になり
ました。この性格タイプ分析を会社で

も実践して見たいと思います。

正直にいって当たってます。
特に「何をするにも動きだす
まで～」のところは、まさに
私を表しているようでした。

みんながどこがゆずりあっていて、
話が平行線の感じです。なかなか

まとめようとしません。一人、
リーダーシップを取れるタイプが

必要だなと感じました。

こんな風に自分
や他の人の性
格について話し
合うのも普段は
なかなか出来
ないので、おも
しろかったです。

30分間の話し合いは全く
まとまらなかった。「何を
するにも動き出すまでに

時間がかかる」とは
このことなんでしょうか。

やっぱり世の中はいろんなタイプ
の人間がいるから上手く成り

立っているのだと思った。会社の
部署とかを決めるときにタイプを
バラバラにしてやればいい結果

になるなあと思う。

性格タイプの特徴
は見事に当たって
いた気がします。

また、2つの問では、今日の
段階で明快に答えられない
と思ったので、これからの
大学生活で必ず1つは見つ

けていきたいと思う。

先生が話した「こたつにミカンというのは
まさにぴったりと言う感じです。

看護の人が多いことに驚いた。
話をしてみるととても親しみが
もって、やはり似ている性格の

人が集っているのだなあと思った。
ところどころで、「あっそれわかる！」と
いったように共感の言葉があります。

進路を決めるのに人一倍時間が
かかって、「どうしよう」などとぐす
ぐす迷ってしまいましたが、結局
は希望通りの高校や大学に入る

ことができました。

看護の女子が多かった
のは、やっぱり性格

タイプと職業は何か関係
があるからだろうなと

思った。職業別の性格
タイプを調べるのも
楽しいと思った。

あまり話が盛り上がらず、
正直おもしろくなかった。

説明されてある
通りだったから
ビックリした。

まったりとしていました。
ただ会話を切り出すのが
思いのほかしんどかった

気がします。

温かくて、なごやかな
雰囲気で、マイペース
で、あまり話し合いに

ならなかった。

数年前よりコントロール
できていることが

分って、良かった。

あてはまりすぎていてこわかった。周囲にも同じ
雰囲気を感じる人がたくさんいたと思った。

タイプ9だけでなく、他のタイプも持っているので、
他のタイプのグループで話し合ってみるのも

おもしろそうだと感じた。

タイプ　9



調停者タイプの人は、顔の雰囲気
や話方がゆったりとしていて、落ち

つける空間をつくっていると思います。
しかし、話がはずむまで時間ガ少し
かかり、まとめ役のような人が必要

だと思いました。

タイプ　9
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同じタイプの人と話して
みて和気あいあい。一
度話が終わってしまう
と「どうしよう」と言う
空気が流れてしまい
ます。確かに性格別

ですね。おもしろい結果
になりそうです。

今日は朝から字ぶんについて考えて
いて、されに講義でも考える機会が
あり、自分の根底にあるものをこれ
から自分について探っていけばと

感じました。

その他

自己分析を深め、自己開発
につなげてみたい。自己開発
をすることで何かキャリア開
発につながる物が得られる

ような気がする。

同じ性格の人と自分の性格に
ついて話し合えてとてもおもしろ
かった。自分の良い所悪い所を

きちんと自覚してバランスの
とれた人間になりたい。

図は素晴らしい
話し合いをしても、なかなか
進まず、皆似た性格なのだと
驚きました。同じような性格の
人だけでは、世の中全くことが
発展しないことを実感しました。

先生の言葉に「性格は変わらない
けど、コントロールすることはできる」

ということに、なるほどと感じた。
先生のコメントがいいタイミング

で入って、本当におもしろかった。

「グループそれぞれで好きな
ように遊んでください」という
ような題とかを出しても、特
徴がみれておもしろそうだ

と思いました。

自分に似たタイプ
の人間が集合し
た。“考える人”の
タイプらしくあまり
人との関係がな
かったグループ
活動だった。

自分は少し違うん
じゃないかなという
ことです。もう一度
判断テストをやり
直してみたいと

思います。

仕切る人がいないのでお互いに困っているのが分かった。
発見できたことは調停者は意外に負けず嫌いであるという

こと。どっちが本当の自分なのかなまだ分かりません。

同じタイプの性格にはやはり
似ている共通点がいくつか
あった。また、タイプが同じ

せいか、話しているうちに間が
あってきたように感じた。

このわけ方が本当にあって
いた。安心することがある
し、反対だと疑問を持つ

こともある。

言ってみれば、
私の性格は

全ての番号に
あてはまる気

がします。

議論をしたときに、同じタイプの人間
だと偏った意見しか出ないと思うから
やっぱりいろんなタイプの人間で世界
が形成されているのだと実感した。

性格分析するのに
時間をかけすぎて、
どっかのグループ
に入ろうと思った
瞬間、終わって

しまった。

これから講義の
中で新しい自分
を発見したり、

また別の世界を
見たりとかなり

楽しみに
なってきた。

ながめているだけ
でもおもしろかった
です。他のグルー
プに入るとどんな
感じになるのかも
試してみたい気も

しました。

今日自分の番号を忘れて
しまって、適当な席にいた
時、「明らかに周りの雰囲
気が違う」と思った。同じ
番号の人と集まると皆顔
の雰囲気が似ていて驚
いた。別なサークルに混
じったらまた別の表情が

出るのだろうか?

今日似ている性格の人
達で話をしました。その
人達とはどっか私と似て
いてでも違うと思いま
した。その違う部分が

少し自分でも理解
できたような気がします。
今日の授業はとても興味
深く、またやってみたい
という気になりました。


