
見てる部分もあった
初めて会った人たちなのに

話ができたのはやはりタイプが
似ているからなのだろうか
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２の人たちと話してみた所
よくわかりませんでした

一番当てはまることで“もっと肩の力を
抜きなさい”と周囲からよく言われます
例えば、絶対自分はタイプ3ではない

タイプ8でもないというところなど発見です
私はタイプ3みたいな人になりたい

タイプ1と3は裏と表の関係？

一番当てはまることで“もっと肩の力を
抜きなさい”と周囲からよく言われます
例えば、絶対自分はタイプ3ではない

タイプ8でもないというところなど発見です
私はタイプ3みたいな人になりたい

タイプ1と3は裏と表の関係？

あっている部分が少なかったように
感じた。でも、すべてが違うわけでは
ないのでもう少し考えてみようと思う

自分がわからなくなってきた
もっと具体的な例を見て

見極めようと思う

私は人から相談されると自分のことよりも
その人のことを考えてしまうところがあります

同じタイプの人たちの自己紹介を聞き
同じようなことを考えていることに驚きました

私は人から相談されると自分のことよりも
その人のことを考えてしまうところがあります

同じタイプの人たちの自己紹介を聞き
同じようなことを考えていることに驚きました

自分の性格が改めて確認させられました
いつも不満に感じていたことの理由が

少しわかったような気がします
楽しい反面、少し自分に失望を感じました

他の人からの反応も
似ていてびっくりした
自分史は書くことが

一杯思い出されてきた

性格タイプをもう一度確認したいと思います

初対面の人と何か話すのは
苦手なのでかなりつらい

タイプ２

タイプ１

「自分らしく」の意味をずっと考えてきたが
わかっていない。本当の「自分」なのか

わからなくなってしまったように思う
ますます自分がわからなくなってしまった

解説を聞いて「あっ、あってるな」と思いました
自己分析は難しいです。

プリントに例えば「楽しさを求め計画する人」と
ありますが、あらかじめ書いてあると
それを意識してしまうところもあるので
最初は隠してほしかったと思います

7割もの確率であたっていると思えなかった

人それぞれ向かっている方向が違う
ことを理解できたのが面白かった

タイプ３

自分のよい面と悪い面が
改めて認識できた。同時に
話し手のよい面、悪い面も
見ることができ「他人を見て
我が振り直せ」ではないが

よい参考になった

少し自分を知れて良かった
グループで話していて

共通点があって面白かった
結構納得できる結果だった

自分を観察してみようと思った

悪い面はなるべく出ないような努力をしようと思った
自分の性格だけではなく、他人の性格を瞬時に理解し

他人との協調性を計れるような人間になりたい

自分の悪い点は自分で
知っているので、それを

他人に知られる必要もない
それに話しただけで人の
性格がつかめるものなら
争いなんて起こらない

話してみると共通点が見えてきた
黙りこくることで自分を保護しているのだろうか？

なんとなく同じ波を感じ取れる

話してみると共通点が見えてきた
黙りこくることで自分を保護しているのだろうか？

なんとなく同じ波を感じ取れる

いろいろな角度から
自分の事を

見ていきたい

ま、４でした、典型的な

タイプ４

やはりグループには
共通点が多いと感じた
少なくとも自分の嫌な

面は改善したい

個人的で内面的な
世界を持っている
のは当たってると

思ったこれから深く
追求していきたい

個人的で内面的な
世界を持っている
のは当たってると

思ったこれから深く
追求していきたい

自分は個性的な人間になりたいと
思ってきたのでうれしく思う

自分は他の人々とは違うということを
いつか世の中に見せてやりたい



その人たちと同じだ！と
うなずいて納得した
ほとんどA型とO型で

B型はここにはいなかった

自分はいろいろなタイプが
MIXされているようだ
何だか全部中途半端
なのではないだろうか
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同じ性格タイプが集まると
自己紹介のときも言って
いることすべてに同感

できるなと思い驚きました
前回のアンケートで私と
同じように考えている人も
多いことがわかり、みんな

迷っているんだと少し
安心しました

いろいろ自分の性格についての
説明が興味深く面白かった
もっといろんな資料がほしい

性格ごとのグループでは
「分身」という感じもした

似てるという印象が一番強かった
顔つきでもなんとなくわかってくると
いうけれどわかるような気がする

先生が「パーティがある」と言った時の
反応は私の考えと一緒だった

タイプ５でしたが先生にも
「ちょっと違うんじゃない？」と

言われたとおり、周りを
見ても違う感じがしました

同じ大部の人たちは本当に
性格がそっくりなのでびっくりした
心理テストの効果はすごいと思う

しかしタイプ５の皆さんは内向的なため
自己紹介が始まりにくく大変だった
ここまで同じような人間がいることも
びっくりだが９つのタイプに分ける

だけでこんなにそろうとは …

同じ大部の人たちは本当に
性格がそっくりなのでびっくりした
心理テストの効果はすごいと思う

しかしタイプ５の皆さんは内向的なため
自己紹介が始まりにくく大変だった
ここまで同じような人間がいることも
びっくりだが９つのタイプに分ける

だけでこんなにそろうとは …

同じグループの人と話してみると
似通っている点がたくさんあり驚きました
「パーティに誘われたら」という話には皆

「当たってる行きたくないと感じる」と答えていました
同じグループの人といると自分の不安が

見透かされているような気がして恐いと感じました

大体自分と似たような性格の人が案外
多いことに驚きました。人の自己紹介を
聞いていてもどの人にも共感できるので
　　　驚きました先生が「自分にできること
　　　だけでいい」とおっしゃっていたので

楽になりました

十人十色
なんだ

なぁと思った

最初８番にいたが先生の説明で
５番に移動してみた

あまり当たって
いないなと
思いました

５の性格判断があまりにも
自分に当てはまっていて
恐かった「同じタイプの人
同士」というのは仲良く

やっていけるのだろうか？

５の性格判断があまりにも
自分に当てはまっていて
恐かった「同じタイプの人
同士」というのは仲良く

やっていけるのだろうか？

必ずみんな別のタイプの要素を
それぞれ持っている気がした

必ずみんな別のタイプの要素を
それぞれ持っている気がした

これから、もっと自分を知ることに
なると思う。おもしろい。こうした
作業を通して見直すのは面白い

タイプ５

他の人の自己紹介を
聞いて自分にも当て

はまることが多く
とても驚いた

自分のタイプが６だったことに驚いた
タイプが同じ人と話してみて

「そうだねぇ」という言葉をたくさん言った
これからはタイプ６の中で新しい

タイプを見出せればいいなと思った

やはり似通っている人が集まるものだと思った
どの人も同じグループにいることに違和感を覚えなかった
しかし、人間を９つのタイプに分けられてしまうというのが

くやしい（その上、性格診断まで当たっているし）

やはり似通っている人が集まるものだと思った
どの人も同じグループにいることに違和感を覚えなかった
しかし、人間を９つのタイプに分けられてしまうというのが

くやしい（その上、性格診断まで当たっているし）

タイプ６が20個中12個と一番多く
私に当てはまるところがたくさんあり驚いた

自己紹介は近い性格が集まったせいか
思ったより話が弾まず残念だった

みんな自分とすごく似ていると思った。
共通していたことが多かった。友達になりたいと思った

いつか物足りなく感じるときが来そうだとも思った
タイプが同じ人は良き理解者にはなりそうだが

良き触発者にはならない気がした

自己紹介をしてみんな
言うことが似ていて６番の
性格のとおりだと思った
基本的に規則とか守って

しまう人が多かった

自己紹介をしてみんな
言うことが似ていて６番の
性格のとおりだと思った
基本的に規則とか守って

しまう人が多かった
タイプ６

とても
同感して
しまった



私はまさに６のタイプだと思った
自分と同じタイプの人も結構
いるんだと感じ安心したと

同時に少し複雑な気分になった

私はまさに６のタイプだと思った
自分と同じタイプの人も結構
いるんだと感じ安心したと

同時に少し複雑な気分になった

結構自分と
共通する
ところが

あるんだなぁと
思った

みんな似た人ばかりで
誰かが行ったことに対して

「あー」と何回もうなずいていた
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タイプ６

自分の性格と同じような
人が周りにいて、意見に
同意してしまうことが多く
面白かった。少し安心した

今回はすごく楽しかった
自分を鏡で見るような
感じがした。血液型も

80％くらいは同じだった

変な安心感があった
私はタイプ６の要素が

少ないほうだった
タイプ２と６が同じ個数

だったせいなんでしょうか

変な安心感があった
私はタイプ６の要素が

少ないほうだった
タイプ２と６が同じ個数

だったせいなんでしょうか

自分もそうだと
納得した。私は６番と
何番かのMIXだと思う

自分の性格が冒険を
求めているように思った

性格タイプが7だったので
意外だった。自分の性格について

興味があったのでとても楽しみです

先生が「何回も講義を
受けていくとひとつ
のタイプに定まる」と
おっしゃいましたが

僕はちょっと
あやしいと思った

自分もこの人と同じなのかと思った
ちょっと悲しくもなったけど

話はとても合うのでいいのかとも思った

自分はどこにでも
当てはまるような気がした

納得してしまいました。今日
話し合いをしたメンバーを見ても

とっても納得してします
私は１，２年の分を取り返そうと
頑張っているので、今の楽しい
気持ちを大事にしていきます

納得してしまいました。今日
話し合いをしたメンバーを見ても

とっても納得してします
私は１，２年の分を取り返そうと
頑張っているので、今の楽しい
気持ちを大事にしていきます

この講義の主旨がわかりました
自分史を書き終えたころには

ひとまわり成長できていたら良いです
性格別に分かれてやるのは面白いと思いました

私は冒険家タイプなので
みんあ７の人はそうかと思うと面白いです

この講義の主旨がわかりました
自分史を書き終えたころには

ひとまわり成長できていたら良いです
性格別に分かれてやるのは面白いと思いました

私は冒険家タイプなので
みんあ７の人はそうかと思うと面白いです

細かく見ると
７と９の中間が

一番合ってるんじゃ
ないかと思った

タイプ別に分ける授業なんて
めったにできないので

とても面白かった
ドキッとするほど

当たっていて感心した
自分の周囲の人間が

自分と同じ性格の
タイプだったので驚いた

性格というのは人それぞれに違いがあり
タイプというのがあるんだと実感しました

様々なタイプの人がひとつになって何かを
したらすごいことができるような気もしました

性格分析で３つのタイプが
同率首位であるのはどうしたら

よいものかと思いました
でも自分で考えたタイプとは
違っていたので驚きました

納得した部分が多数あった
グループの人たちも自分と

通じる個所が多く、話が弾んだ

本当に７なのかと思いました
でも確かにほぼ合っている

ような気がします。７の性格は
なんとなく気に入りました

これからの自分がどのように
変わっていくのかが楽しみだ
これからの自分がどのように
変わっていくのかが楽しみだ

似ている人だから合わない所
合うところがあって面白い

適当な
グループに
加わったが
楽しかった

詳しい分析を聞いて
増々合っていると思った

他のタイプも少しずつ同じ
ようなところはあるけれど

一番7が当たっていた
８の人と話したが自分の
ことを言い始めた。８の

タイプが現れていて
当たっているなぁと感じた

詳しい分析を聞いて
増々合っていると思った

他のタイプも少しずつ同じ
ようなところはあるけれど

一番7が当たっていた
８の人と話したが自分の
ことを言い始めた。８の

タイプが現れていて
当たっているなぁと感じた

似たものどうして集まっても楽しいが
それぞれ違ったタイプで集まるのも
また違ったまとまりがあると思った

似たものどうして集まっても楽しいが
それぞれ違ったタイプで集まるのも
また違ったまとまりがあると思った

タイプ７

一見おとなしそうで
まじめそうに見える

人が多かった
これを機会に新しい
友達もできそうです

一見おとなしそうで
まじめそうに見える

人が多かった
これを機会に新しい
友達もできそうです



あまりに
自分の
タイプと

同じなので
驚きました

ちなみに
久恒先生は

何タイプ
ですか？
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宮城大に入って一番面白く興味がもてる
講義になることは間違いないだろう

みんな
のんびり
している

ようだった

今後の講義を通して
自分を見極めたい

ちゃんと出席表が
回ってきて安心しました

各タイプの特徴を
すべて読みあげる
必要があるのかと

考えたであろう
もう少し効率良く
自分の内向的な

性格を再自覚した

各タイプの特徴を
すべて読みあげる
必要があるのかと

考えたであろう
もう少し効率良く
自分の内向的な

性格を再自覚した

面白いくらい点数に差が
ありました。０点もあれば

１８点のものもあった

自分の性格のまま
正直に表現すると
とんでもないことに
なることがあるのが

私の悩みである

楽しかった
今日になって性格クイズを

やったがあまりに当たっていて
少々怖い。自分たちでやる

という授業方針が非常に良いと
思う。最終的にその過程が自分史に

なるということを知り安心した

意外に同じ血液型だったり
はじめて会っても

うちとけることができました

先生や学長の
自分史を

見てみたいです

先生や学長の
自分史を

見てみたいです

マイペースというところが当たってると思った

自分でも意識していなかった
意外な面が出てきておもしろいです
私は自分自身のことは自分が一番

良く理解していないのかもしれないと
思っています。この先、自分が

実はどんな性格なのか
わかってくるのが怖いような

面白いような気がします

これからの授業への楽しみで一杯です
受けていくうちに本当のタイプを

知ることができると思います

これからの授業への楽しみで一杯です
受けていくうちに本当のタイプを

知ることができると思います

性格の違いやものの考え方の
違いを感じた。それと今までの
生活がやはり性格に関わって
　　　　　　　　　　　いると思った

性格の違いやものの考え方の
違いを感じた。それと今までの
生活がやはり性格に関わって
　　　　　　　　　　　いると思った

タイプ９の人々は確かにマイペース型だった
「動き出すのに時間がかかる」せいか

仲良く会話するまでに至らなかった　　　　

いろいろなタイプの混ざった
タイプはないのですか？

これからの講義の中で自分の
タイプを発見したいと思います

タイプ９

タイプ８


