
【ビジネス釣書構築講座】

１．自分の在り方

価値観

あなたが大切にしたいもの

思考、思想、宗教感、生き方など

価値観とは「選択」の基準

価値観を表す言葉

発展、チャレンジ、愛、自由、情熱、成功、仲間、家族、自立、安定、余暇、正義、賞賛、信頼、楽しみ、仕事、

人間関係、責任、冒険、美、自分、他人、誠実、健康、伝統、個性、堅実、地位、承認、変化、影響力、

成長、富、名誉、夢、スピード、地位、承認、変化、影響力、成長、富、名誉、夢、スピード、オープン、、正論

熱意、貢献、自律、創造、集団、個人、思考、行動、感性、無我、友人、協調、感謝、プライド、律儀、余裕

ワークライフバランス,オリジナリティ、遊び、一番、勝つ、達成、教える、役立つ、評価

　 etc

性格

理想の性格は意図して作る。

表裏のギャップがある人間性。天秤でバランスを取る。

やさしい、親切、誠実、善良、まじめ、正直、冷たい、タチが悪い、小賢しい、個性的、魅力的、情熱的

おしゃべり、几帳面、のんびりや、せっかち、こわがり、繊細、涙もろい、、なまけもの、働き者、優柔不断、

りこう、賢い、卑怯、ずるい、恥ずかしがり屋、社交的、積極的、消極的、男らしい、女らしい、厳しい

有能、無能、礼儀正しい、おとなしい、りりしい、わがまま、負けず嫌い、強い、弱い、寛大、神経質

etc
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【ビジネス釣書構築講座】

習慣・口癖

理想のあなたの習慣や口癖はなんでしょうか。

よい習慣や口癖を持ちましょう。

習慣：朝ごはんを食べる、腹八分目、いつも笑顔でいる、貸しを作らない、悪い言葉を使わない

口癖：ありがとう、感謝します、ツイてる、あるある、幸せ～♪、それいいねぇ、好き好き

強み・弱み

どんな理想の強みを持っていたいか

弱みの理想はありますか？
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【ビジネス釣書構築講座】

人脈

どんな人に囲まれていたいですか？

一緒にチャレンジできる仲間、平日の昼間に集まれる仲間、いつでも飲みにいける仲間

能力

どんな能力を持っていたいですか？

人をまとめる力、誰もが聞き入る話す力、3秒で伝えられる力、無人島で生き延びる力

こだわり・変わったところ

どんなこだわりを持ちますか？

ホテルはリッツカールトン、ペットボトルは直接飲まない、赤い色を身に付ける
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【ビジネス釣書構築講座】

行動原理：行動できる時、条件

どんな時に情熱的に行動できるようになりたいか？

頼られた時、でかいプロジェクトに関わる時、名を上げたい時

恐れること

あなたは何を恐れますか？

信頼を無くす、行動できなくなる、恥ずかしいことをする

しないこと、禁じていること

絶対しないと自分で決めていること

ギャンブル、約束を破る、消極的になること
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【ビジネス釣書構築講座】

ライフスタイル（生き方）

どんな生き方をしたいですか？どんな理想の１日の過ごし方ですか？

体型・髪型

どんな体型、髪型（色）になっていたいですか？

服装・ファッション

どんな服装、装飾、アクセサリー、帽子、メガネ

趣味

あなたはどんな趣味を持っていますか？

未来のあなたはどんな趣味を楽しんでいますか？
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【ビジネス釣書構築講座】

１．自分の在り方

到達 増加 情熱 探知 愛
獲得 楽しさ 一緒 献身 聡明
熟達 自覚 ベスト 見極め 壮麗
熟練 気づく 美 区別 世話
冒険 保証 至福 支配 前進
変化 関連 築く 教育 観察
覚醒 快楽 原因 優美 独創
集合 統合 理解 奨励 打ち勝つ
援助 つながり 危険 努力 認める
魅力 存在 設計 寄付 完璧
説得 最高 感情 合成 連絡
計画 探求 官能 編集 インパクト
設計 輝き 奉仕 味覚 創意
ゲーム 洗練 基準 未知 創造
喜び 統治 性 未来 指示
優勢 反応 同情 スリル 鼓舞
卓越 規則 思索 想像 発明
準備 得点 精神 触れる 発見
普及 感覚 刺激 勝利 学ぶ
首位 感性 支援 暴露 配置
冒険する 習得する 認められる エネルギー
知らない世界に出会う ふれる ほめられる 啓蒙
刺激する 神聖さを感じる 認知される 優秀
創造する 新しいものにふれる 必要とされる 優越
想像する 思いつく 好かれる 高揚
指導する 体系化する 愛される 専門
探求する 知る 癒される 家族
影響する 改善する 守れられている 賭け
努力する 実験する 尊敬される 華々しさ
コントロールする 鍛える 尊重される 上品
突き止める 自分を磨く 仲間とみなされる 勝負
デザインする 引き出す 感謝される 共鳴
整理する 成長を促進する 大切にされる 共感
収集する 感じる 可愛がられる 授与
貢献する 考える 望まれている 偉大
与える 組み立てる 理解される 神聖
バランスを取る 卓越する 注目される 真正
安定している サポートする 分かち合う 本物
世話する 熟練する 聞いてもらえる 名誉
観察する 工夫する 世話される イマジネーション
説得する 言語化する 気にかけられる 影響
勇気づける 聴く 人を正す 改善
動機づける 区別する 感心される 改良
教える 開発する 感動される
奉仕する 決断する 成長させる
ひらめく 話す 役に立っている
気づく 励ます 喜んでもらう
分析する 勇気づける 制限を受けない
アイデアを出す 育成する 隠し事がない
共感する 衝撃を与える 評価される
おしゃれする 学ぶ 信用される
成長する 分解する 勝つ
リスクを取る 組み立てる 手本とされる
行動する オリジナリティを発揮する ふれ合う
変化する 書く 特別扱いされる
支配する 洞察する 共感される
自由でいる 予想する 憧れられる
運動する 描く 称賛される
達成する 遊び心を加える 一番でいる
支配する 話をする
マネジメントする インタビューする
教えてもらう 発明する
若く見られる 問題を解決する
親切にされる 戦略を立てる
気前がいいと思われる 贅沢をする
期待される 静けさの中にいる
頼りにされる セルフマネジメントしている
喜ばれる 自己対話する

自然と一体になる
目標を立てる
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【ビジネス釣書構築講座】

１．自分の在り方

驕り・わがまま 口が堅い
折れない・勝気 軽く見られる・舐められる人
短気・気性が激しい 買い物依存症
気が弱い 見栄っ張り・虚栄心が強い
ずるい・ちゃっかりした性格 人間的、精神的に成長する
熱心・生真面目・馬鹿正直 人望がない・信頼されていない
心が綺麗 口が軽い
冷たい性格 ネガティブな性格
歪んだ性格 精力的・意欲的な人
暗い性格・陰気 大食い・大食漢
明るい性格・陽気 大雑把・がさつな性格
穏やかな性格 空気が読めない
善良そうな性格 媚びない性格
人懐っこそうな性格 怠け者・ずぼらな性格
器が大きい・サバサバ 人間が丸くなる
その他の性格 馴れ馴れしい・人懐っこい
マイペース・のんびりした性格 清貧
神経質・心配性な性格 女々しい・未練がましい
前向き・プラス思考な性格 意地の悪い性格
冷静・動じない・うろたえない性格 熱しやすく冷めやすい・長続きしない
噂・ゴシップ好き 潔い（いさぎよい）性格
芸術家肌 頼もしい・堂々・立派
大人なのに子供っぽい せっかち・余裕がない性格
生き方が不器用・世間にうまく馴染めない よく笑う・笑い上戸
心が病んでいる・精神異常 几帳面な性格
欲張り・欲深い 短気
無神経・非常識な性格 強情 行動的
思いやりがある・優しい性格 破天荒 衝動的
融通がきかない・頭が固い 傲慢 ひょうきん
用心深い・警戒心が強い 臆病 遊び人
意志が強い・へこたれない性格 小心者 孤高
流されやすい性格 天然 高尚
頑固・意地っ張り・負けず嫌いな性格 大雑把 聡明
正直・素直・嘘がつけない性格 几帳面 堅実
すけべ・下心・淫乱 神経質 狡猾
従順・素直に従う・扱いやすい性格 暢気
凶暴・暴力的・荒々しい性格 ネガティブ（悲観的） 忠実 ボーイッシュ
人望がある・信頼されている ポジティブ（楽観的） 服従的 女々しい
意志が弱い・優柔不断 寛容 実直 ケチ
能力・才能・資質 気宇壮大 我が儘 八方美人 怠け者
厳格・ルールに厳しい性格 偏屈 意地っぱり傲岸 癇癪
臆病・気が弱い 卑屈 甘えんぼ ナルシスト強欲
お人好し・人がいい・騙されやすい 熱血 人懐っこい気弱 平和主義者
大胆・厚かましい・図々しい性格 無神経 説教好き 無節操 飽きっぽい
朴訥・寡黙・無口な性格 理知的 社交的 無鉄砲 偏執狂
下品・はしたない・浅ましい 野性的 非社交的 意固地 ルーズ
気まぐれ・気分屋な性格 ユニーク おしとやか打算的 涙もろい
照れ屋・引っ込み思案・内気な性格 内向的 自己中 クール 嘘つき
しつこい・執念深い性格 外向的 異端 おちゃめ 理想主義者
変わり者 寡黙 戦略家 挙動不審 現実主義者
趣味・道楽 饒舌 愚直 ロマンチスト口達者
平凡・面白味は無いがいい人 変人 生真面目 冒険的 革命家
食いしん坊・ 食い意地が張っている 野蛮 一途 地味 質素
冷めている・しらけた性格 紳士的 単純 派手 素朴
ナルシスト・でしゃばり・自意識過剰 淑女的 根暗 リーダー的乙女チック
自分勝手・自己中心的な性格 義理堅い 純粋 妖艶 荘厳
偽善者・裏の顔・本性 頑固 単細胞 男勝り 厳格

やさしい、親切、誠実、善良、まじめ、正直、冷たい、タチが悪い、小賢しい、
おしゃべり、几帳面、のんびりや、せっかち、こわがり、繊細、涙もろい、
りこう、賢い、卑怯、ずるい、恥ずかしがり屋、社交的、積極的、消極的、
有能、無能、礼儀正しい、おとなしい、りりしい、わがまま、負けず嫌い、
強い、弱い、寛大、神経質、男らしい、女らしい、なまけもの、働き者、優柔不断、
個性的、魅力的、情熱的
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