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はじめに 

本 Ebook を手に取っていただきありがとうございます。 

この Ebook は、「頭とこころの整理法 公式サイト 6 Stars Workshop 無料体験」へお申し込

みいただいた方に提供しています。 

この Ebook で提供している簡単なワークにお答えいただくことで、あなたは、下記の 6つの

「自分」について知ることができます。 

ダイエットのとき体重計に乗るように、自分を客観的に知ることは、あなたにとってより良
い方向性を導いてくれるヒントになります。 

ぜひこの機会に、この Ebook で紹介している「6つの診断テスト」に取り組んでみてくださ
い。 

さらに、Step2 では、無料のコーチングセッションにより、あなたの悩みや問題、目標に対

する具体的な一歩を見つけることができます。 

本当の意味で、あなたの人生を変えるきっかけをつかんでいただければ幸いです。 

頭とこころの整理法　宇田川 雄士 
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1. 性格とその強み 

2. 価値観 

3. 情熱 

4. 目標と願望 

5. 他者への影響 

6. 環境と場所
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ワークの効果をアップさせる簡単な方法 

はじめに、ワークの効果をアップさせる簡単な方法をお伝えします。 

それは、「テーマを決める」ということです。 

 

「あなたは、何のために自分を知りたいと思っていますか？」 

これが、テーマです。 

ちょっとわかりづらいですよね。でも、簡単に考えてください。 

例えば、「いま、仕事を辞めようか、続けようか迷っているから」とか、「パートナーとの
関係がうまくいっていないので」とか、「なんだかわからないけれど、なんとなく毎日が充
実していないから」などなど、なんでも大丈夫です。 

このような目的意識をもって診断テストに臨むことで、より具体的な対処法や解決策が見え
てきます。 

ある心理学の実験によれば、ホテルの清掃のような仕事でも、「これはエクササイズにな
る」と考えながら働くだけでも、そうでない人にくらべて、体重が減っていくそうです。 

あなたもぜひ、自分が気になっているテーマについて、いまここで考えてみてください。 

そして、ワークのために「紙とペン」を用意しておくとよいと思います。 

準備はよいでしょうか？ 

では、さっそくはじめていきましょう！ 

https://organizing.plus 3

https://organizing.plus


Step1-1 

あなたの性格とその強みを知ろう 

あなたの性格を知る 

まずは、あなたの性格を知っていきましょう。 

心理学の世界でもっとも有名な「ビッグファイブテスト」というものを紹介します。 

このビッグファイブ、研究者によっては「人生を予測することができる」という人もいま
す。世の中には、スピリチュアルなものも含め、さまざまな自己診断テストがありますが、
おそらくもっとも根拠があり、それゆえ正確なものが、この「ビッグファイブ」だと思いま
す。 

12個の質問に５段階で答えてください 

これから12個の質問に「５段階評価」で答えていただきます。 

５段階評価 

A　きわめてあてはまる 

B　ややあてはまる 

C　どちらでもない 

D　ややあてはまらない 

E　きわめてあてはまらない 

右側の画像のように、メモを用意していただいて、
記入しながら進めていくとよいでしょう。 

では、次のページで質問を紹介します。 

次ページの質問に、あまり深く考えすぎず、「きわ

めてあてはまる」～「きわめてあてはまらない」まで

の５段階で答えて下さい。 
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各質問のスコアを計算してください 

それぞれの答えについて、下記の基準に従って、設問ごとの点数（スコア）を調べてくださ
い。 

質問7と9以外の全項目 

きわめて当てはまらない 1点

やや当てはまらない 2点

どちらでもない 3点

やや当てはまる 4点

きわめて当てはまる 5点
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1. 知らない人とすぐ話ができる 

2. 人が快適で幸せかどうか気にかかる 

3. 絵画などの制作、著述、音楽を作る 

4. かなり前から準備する 

5. 落ち込んだり憂鬱になったりする 

6. パーティや社交イベントを企画する 

7. 人を侮辱する 

8. 哲学的、精神的な問題を考える 

9. ものごとの整理ができない 

10.ストレスを感じたり不安になったりする 

11.むずかしい言葉を使う 

12.他の人の気持ちを思いやる
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質問7と9の項目 

質問7と9だけ、スコアが逆になります。気をつけてください。 

設問ごとにスコアを足し算してください 

次に、いま調べたスコアを、質問ごとに足し算します。 

足し算したスコアを解釈してください 

次に、以下のガイドラインに従って、足し算したスコアを参考にして、５つの性格の要素に
ついて、解釈をしてください。 

外向性 

きわめて当てはまらない 5点

やや当てはまらない 4点

どちらでもない 3点

やや当てはまる 2点

きわめて当てはまる 1点

質問 1+6 外向性

質問 5+10 神経質傾向

質問 4+9 誠実性

質問 2+7+12 調和性

質問 3+8+11 経験への開放性

2,3,4 低

5,6 中間-低

7,8 中間-高

9,10 高
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神経質傾向 

誠実性 

 

調和性 

男性 

調和性のみ男性と女性で解釈が異なります。 

経験への開放性 

2,3,4 低

5,6 中間-低

7,8 中間-高

9,10 高

2,3,4 低

5,6 中間-低

7,8 中間-高

9,10 高

9以下 低

10,11 中間-低

12,13 中間-高

14,15 高

8以下 低

9,10 中間-低

11,12 中間-高

13,14,15 高
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女性

11以下 低

12,13 中間-低

14 中間-高

15 高
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あなたの性格について書き表してみよう 

ここまでの内容のまとめとして、あなたの性格を下記のように書き表してみましょう。 

私の場合： 

・外向性：4（低い） 

・神経質傾向：6（中間-低） 

・誠実性：9（高い） 

・調和性：11（中間-低） 

・開放性：14（高い） 

私の場合は、「内向的で誠実、開放性が高い」という性格の特徴がある、と考えることがで

きます。 

あなたは、どうでしたか？ 

性格って結局、何？ 

さて、性格の診断について、まずはお疲れさまでした。 

性格についての概要は、下記の私の記事を参考にしてください。 

https://organizing.plus/blog/self-awareness/big-five/ 

人間の性格ってなんなのか？ ということ、そして、ここで診断した各要素についても、わか
りやすく説明してあります。 

あなたの実生活や人生に即した、より詳しい解釈については、Step2 のオンラインセッショ
ンで知ることができます。 
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あなたの性格的な強み（長所）を知る 

性格について知ったところで、次はあなたの「強み」を把握してみましょう。 

VIA 性格研究所（VIA Institute on Character）が考案したテストを受けていただくのがい
ちばん手っ取り早いので、お手数ですがやってみてください。 

VIA 性格研究所は、アメリカにある「ポジティブ心理学」という心理学の研究所のひとつで
す。このテストは、無料受講できて、世界190ヵ国以上、260万人以上の人に利用されてい
る、信頼性の高いテストです。 

VIA 性格研究所のページにアクセスする 

1. https://www.viacharacter.org/ にアクセスして、右上の「TAKE THE FREE SURVEY」を

クリックしてください。 
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2. Register to take a VIA Survey のところに必要事項を入力してください。このとき、左

上の「日本語」を選択しておけば、日本語でテストを受けることができます。 

 

アカウント作成について 

私自身、８年ほど前に VIA 性格研究所でアカウントを作成しましたが、特に問題は起き
ておりません。

ご不安な方は、テスト受講後に VIA 研究所からアカウントを削除してください。 

3. 必要事項を入力すると、フォーム下のボタンが「BEGIN THE SURVEY」に変わりますの

で、クリックしてください。 

4. 画面が切りかわりますので、「Adult Survey」をクリックしてください。 

5. テストが開始されます。設問を読み、「とてもよくあてはまる」～「全くあてはまら

ない」を選択していってください。 

6. テストが終了すると、すぐに結果が表示されます。診断結果は、登録したメールアド

レス宛にも送信されます。 
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診断した強みの「ベスト５」をメモしてみよう 

あなたの強みを診断することができたら、そのベスト５を書きだしてみてください。 

私の強みベスト５は…… 

1. 向学心 

2. 愛情 

3. 創造性 

4. スピリチュアリティ 

5. 忍耐力 

強みって、結局、何？ 

強みの診断について、お疲れさまでした。結構、時間がかかったことかと思います。 

では、「性格の強み」って、何なのでしょうか？ 

概要については、下記の私の記事を参考にしてみてください。 

https://organizing.plus/blog/self-awareness/via-character-strength-survey/ 

あなたの実生活や人生に即した、より詳しい解釈については、Step2 のオンラインセッショ

ンで知ることができます。 
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Step1-2 
自分が大切にしたい価値観を知ろう

自分が大切にしたい価値観について知ることで、自分がどう生きていきたいのか？ の指針を
得ることができます。 

スタンフォード大学の心理学研究によれば、人は、自分にとって大切にしたい価値観をしっ
かりと意識することで、「状況を改善できると思える力」を持てるようになるそうです。 

このような考えかたが自分の中に定着することで、自分自身が変わり、人生を変える力を持
つことができる、と考えられています。 

さらに研究によれば、これから行うほんの10分程度のテストでも、その効果は強力で、とき
には何年も続くことがあるそうです。 

というわけで、ごく簡単にできて、本当に人生を変える効果があるテストは、「自分が大切

にしたい価値観を知る」ことだといえるでしょう。 

もしあなたが人生について迷ったときは、何度でも下記のリストを見なおして、自分が大切
にしたい価値観を「見える化」してみてください。 

では、実際のテストは次のページからはじまります。 
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下記の価値観のリストの中からあなたがもっとも 
大切だと思うものを、３つ選んでください 

うまく選べないときは、「こうなりたい自分」を選んでみてください。

大切にしたい価値観が見えてきたら、実生活でもそれを意識しながら生活してみましょう。 

より具体的な方法については、Step2 のオンラインセッションで一緒に相談していくことが

できます。 
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受容　　説得力　　変化　　自律性　　安らぎ　達成　　美 

献身　　冒険　　気遣い　　思いやり　　魅力　チャレンジ　貢献 

協力　　謙遜　　目的　　礼儀正しさ　　ユーモア 

理性　　創造性　　独立心　　現実　　信頼性　　勤勉　　 

責任　　義務　　心の平穏　　エコロジー　　敬愛　　ロマンス 

刺激　　正義　　安全　　誠実　　知識　　自己受容　　名声 

余暇　　克己　　家族　　愛される　　自尊心　　健康 

愛に満ちた　　自己認識　　柔軟性　　熟達　　奉仕　　 

寬容　　マインドフルネス　　性衝動　　友情　　慎み　　 

シンプルさ　　楽しさ　　ひとりに尽くす　　孤独　　寛大さ 

体制に従わない　　精神性　　偽りのなさ　　慈しみ　　安定 

神の意志　　オープンさ　　忍耐　　成長　　秩序　　伝統 

健康　　情熱　　美德　　人助け　　喜び　　富　　正直さ 

人気　　世界平和　　希望　　權力
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Step1-3 
自分が何に情熱を感じるかを知る

このワークは、シンプルです。

下記の質問について、あまり深く考えすぎずに回答してください。

1. あなた以外の世の中の人々の「頭の中の考え」を変えることができるとしたら、どう
いうふうに変えたいですか？ 

2. 朝、ベッドから飛び起きたくような日があるとしたら、その日はどんな日でしょう
か？ 

3. あなたの趣味や好きなことを教えてください。その趣味や好きなことの、どんなとこ
ろが好きですか？

質問の答えを、メモ帳などに記録しておきましょう。 

そして、たまに振り返り、自分自身が情熱を感じることを確認するようにしてみましょう。 
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Step1-4 

目標と願望を知る

ここでは、目標と願望を知るために「ライフホイール」のワークを行います。 

下図のようなイメージのものを作っていただきますので、紙とペンをご用意ください。 

 

テーマを選ぶ 

1. あなたが気になるテーマについて、次のリストから８個、選んでください
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フィットネス・健康　　／　　職業・仕事　　／　　お金・富

個人的成長・精神的成長　　／　　楽しみ・レクリエーション

愛情　　／　　友達・家族　　／　　環境・家

クリエイティビティ・自己表現　　／　　ライフスタイル・愛用品

その他（他にあれば自由にテーマを決めてください）
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2. 下記のテンプレートをプリントアウトするか、白い紙を用意して円を描いてくださ
い。 
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/20885116/6S/200513_life-
wheel.pdf 

3. その後、８つのスポークにひとつずつテーマを書き入れてください。どこにどのテー
マを書き入れるかは自由です。わかりにくい場合は、前ページの完成イメージを参考に
してみてください。 

各テーマごとの「現在と理想の満足度」について考える

ライフ・ホイールでは、塗りつぶしてある面積がおおきいほど、そのテーマについて満足し
ていると考えます。 

1. ご自身のおおよその感覚で構いませんので、テーマごとに現在の満足度をイメージし
て塗りつぶしてみてください。 

2. 次に、各テーマごとに、理想とする満足度について考えてみましょう。 
それぞれのテーマに対して「理想とする満足度」で塗りつぶしてみてください。 

✴ 前ページのイメージ画像では、現在の満足度をオレンジ、理想の満足度を黄色で塗り
つぶしています。 

これで、ライフホイールのワークは終了です。完成したライフホイールを見なおして、あなた
自身の願望と目標を見つけてみましょう。 

あなたの実生活や人生に即した、より詳しい解釈については、Step2 のオンラインセッショ

ンで知ることができます。 

https://organizing.plus 16

https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/20885116/6S/200513_life-wheel.pdf
https://f.hubspotusercontent10.net/hubfs/20885116/6S/200513_life-wheel.pdf
https://organizing.plus


Step1-5 
理想の環境

理想の環境について

「６つの診断テスト」のワークも、いよいよ終盤戦にはいってきました。 

ここでは「環境」について考えます。「環境」とは、自分の生活環境と、それに伴う人間関
係のことだと考えてください。 

自分にとって居心地のよい環境を知ることは、よりよい生活へのヒントになります。 

また、自分が実力を発揮できる環境を知ることも、大切なことだといえるでしょう。 

人は、周囲の環境と人間関係によって、自分の長所をより活かすことができたり、また逆
に、長所が短所になってしまうこともあります。 

ここでは、ご自身が理想とする環境を「見える化」するワークを行います。 

理想の環境を「見える化」する 

1. 下図を参考にして、自分が理想とする環境について考えてみてください。下図のよう
にマークを付けるなどすると、わかりやすくなります。 

 

 

  

★：都会だけど自然にかこまれた環境が好き 
★：田舎だけどきちんと整備されたおしゃれな一軒家に住みたい　など 

同様に、下図についても考えてみましょう。 
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都会田舎

自然

人工

★

★
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★：拠点のある定住生活だけど、日常には刺激を求めたい　など

2. 下図を参考にして、自分が理想とする関係について考えてみてください 

 

★：どちらかというと、少数の人と深く付きあいたい　など 
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刺激落着

移動

定住

★

深く浅く

大勢

少数

★
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次の質問について答えてください 

前ページまでの環境と人間関係のワークについて振り返りながら、下記の質問について答え
てください。 

1. 自分が幸せだと感じられる生活は、どんな生活でしょうか？ 

2. 自分が幸せだと感じられるプライベートの関係は、どんな関係でしょうか？ 

3. 現在の職場環境と人間関係は、自分の希望に合っていると思いますか？ 

4. 現在のプライベートな環境と人間関係は、自分の希望に合っていると思いますか？　
改善できるところ、改善したいところはありますか？ 

答えはメモ帳などに記録しておきましょう。 

あなたの実生活や人生に即したより具体的な対処法や目標設定などについては、Step2 のオ
ンラインセッションで知ることができます。 
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Step1-6 
他者への影響を知る

他者への影響を知る とは？

いよいよ最後のワークになります。 

世の中にはさまざまな自己分析・自己診断があります。 

しかし、自分で自分を知るだけでは、役に立たないことも多いです。というのも、人は、他
者との関係の中で生きているからです。例えば、自己診断では長所だとされていることも、
ある特定の関係の中では短所になり得ることもあります。

他者との関係について、そのすべてを「見える化」することは不可能ですが、ここでは、 

• 自分の言動が他者にどのような影響を与えているか？ 

• あなたは他者からどのような印象を持たれたいのか？ 

ついて、考えてみましょう

自分の言動が周囲の人たちに与えている影響や反応を知ることで、より正しく自己理解を深
めるきっかけになれば幸いです。 
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他者への影響を知るための質問

下記の質問について答えてみてください。

答えられる範囲で結構です。仮名、あだ名などで記入していただいても問題ありません。
Step2 のオンラインセッションで話しながら行いたい場合は、その旨お知らせください。

1. 私生活と職場で、あなたに近しい人、興味・関心を抱いている人をあげてください。 

2. 1. で答えた人それぞれに、どんな印象を持たれたいですか？ 

3. それぞれの人（相手）に対する最近の自分の言動を振り返ってみてください。第三者
の立場からその行動を眺めてみて、2であなたが望んでいるような効果を得られている
と思いますか？ 

4. それぞれの人の、自分の言動に対する反応はどんなものでしたか？ 相手とのやりとり
をよく思いだして、自分が得たい反応を得られているか、振り返ってみてください。 

5. 自分が得たい反応を得るために、自分の言動を変える必要があるとしたら、どんな風
に変えるべきでしょうか？ 

よい意味で「他人の目線を気にすること」は、よりよい人生を生きていく上で、余り知られ
ていないけれど、とても大切なポイントです。 

もちろん、他人の目線を気にしすぎて萎縮したり、自分らしさを失ってしまうのは、よくあ
りません。 

このワークの質問を振り返り、よい意味での他者目線を獲得するためのヒントにしてくださ
い。 

・・・ 

以上で、すべてのワークは終わりです。お疲れさまでした。 

次のページより、Step2 のオンラインセッションを受け、より理解を深めたり、あなたの実
際の生活を改善するための具体的な対処法などについて相談してください。 
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Step2 
オンラインセッションを受けてみよう 

ワークの内容をもとにして、オンラインセッションを受けてみましょう。 

オンラインセッションでは、コーチング的な手法をもとにして、ワークの内容をより深め、
あなたの理想の人生のための一歩を見つけることができます。 

あなたにも体験があるかもしれませんが、「自分のことを制限なく話す」ことには、自分の
気持ちや考えを整理したり、またリラクゼーションやリフレッシュ的な効果もあります。 

本当に新しい一歩を踏みだすために、自分のことを話して
「気持ち」と「考え」を整理してみませんか？ 

ぜひ、無料のオンラインセッションで、新しい一歩を踏みだしてみてください。

https://organizing.plus/stay-in-touch/6stars-ft/os/

それでは、ありがとうございました。 

セッションでお会いできることを楽しみにしています！ 

宇田川 雄士
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