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エゴグラムとは

⚫ アメリカの心理学者エリック・バーン博士が創始した「交流分析」という人間関
係の心理学理論に基づいて作られた性格診断テストで、たいへん信頼性が高
いもの。

⚫ ベースとして親らしさの P（Parent）、大人らしさの A（Adult）、子供らしさの C
（Child）の3要素があるが、ＰとＣを各々２つに分類している。

• P の部分を、厳しい親である CP（Critical Parent）と、優しい親である NP
（Nurturing Parent）に分類。

• C の部分を、自由奔放な子供である FC（Free Child）と、従順な子供である
AC（Adapted Child）に分類。

⚫ エゴグラムは、これら５つの自我状態が放出する心的エネルギーの高さをグラ
フ化する方法であり、エゴグラム性格診断テストでは、人の性格を５つのエネル
ギーの機能（CP・NP・A・FC・AC）に分けて分析する。

⚫ つまり、エゴグラムとは、これら５つの機能を、診断によって数値化し、グラフ化
して、そのパターンで個人の特性を表すものである。
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一般的なエゴグラム診断の手順

１． 一番高いエネルギーの機能を見る（性格を表す）

２． 各機能の優位タイプの基本的性質を考える

３． 一番低いエネルギーの機能を見る（ここの長所が欠如している）

４． Ａの大きさを見る

・Ａが充分に高い場合：他の自我状態が高すぎても過剰にならないよう無意識
にコントロールしている

・Ａが低すぎる場合：他の過剰な自我状態をコントロールすることが難しい

５． 総合的に判断する

・エゴグラムは個性を表すもので、どういう形が良い悪いというものではない

・描いた人の年齢や環境、発達段階によっても変化する



経営コンサルタント養成塾5

「経コン塾」でのエゴグラムの活用方法と、習得メリット

【エゴグラム活用方法】

⚫ 一般的にエゴグラムは、自身の性格診断ツールとして用いられる。

⚫ しかし経コン塾では、このエゴグラムを「自身の特性を見る」ことに活用するのではなく、「人の特
性を判断する手法」として活用することを目的として研修を行う。

【エゴグラムにより「人の特性を判断するスキル」を習得するメリット】

① 経営コンサルタントの実務に必要なスキルとして、「事業ＤＤ」と「実行支援」があげられるが、
実はもう一つ、「人の特性を判断するスキル」が非常に重要である。

② エゴグラムは信頼性が高い上、比較的容易に習得でき、容易に活用できる。その理由は、①相
手から試験やアンケートを行う必要がない、②５つの機能を「この人の父性は・・・、母性は・・・」
というように、頭の中で１つ１つ評価すればよく、頭の中で「シングルタスク」で思考できる。

③ 「人の特性判断のスキル（人を見る目）」というのは、世間では、まだ経験と勘（思い込み）で
行っているレベルであり、体系化されていない。そのため、評価が曖昧で根拠が乏しくなり、評
価の精度も高いとは言えず、人によっても偏りが生じる。しかし、このエゴグラムを活用すれば、
評価の根拠が明確になり、精度も上がり、偏りも少ないため、非常に有効である。

④ 実際の現場支援で、相手の「人として」の特性を判断できるようになると、より明確に実際の運
用イメージを描けるようになるため、一層緻密で踏み込んだ、相手に有益な支援ができるよう
になる。

⑤ また、自身の思考の幅も広がって、さらに洞察力がアップするため、コンサルタントとしてさらな
る高みを望める。
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５つのパーソナリティ

Parent CP Critical Parent 父性、批判的父親

NP Nurturing Parent 母性、やさしい母親

Adult A Adult 合理的大人、全体の司令塔

Child FC Free Child 自由な子供

AC Adapted Child 従順な子供

Ｐ Parent 親 【２～７歳で作られる】
• 親や環境から教えられた態度や行動
• 文化、地域性も含む言動や考え方の価値基準を形成する
• その人独自の言動、考え方、価値観、優先順位などの価値基準を形成

Ａ Adult 大人 【７～１１歳で作られる】
• 事実から得た判断
• 論理的な操作が可能になってくる
【１１歳以降】
• 複雑な思考で、仮説を立てたり、客観的に物事を見たりする部分
• 冷静で客観的な面で、自分と他人の考えを比較、分析し、合理的に反応する

Ｃ Child 子供 【０～２歳で作られる】
• 幼少期（人間関係や環境など）から取り込んだ、本能や感情
• 幼少期に心地よい体験が多い人は積極的に明るく、逆の体験が多い人は消極

的で暗い自分を表現する
• Cの自我状態でいる時は、比較的無意識の言動が多い



経営コンサルタント養成塾8

５つのパーソナリティの特徴① ＣＰ（父性）

◆ＣＰの特徴 （高）決めつけ

（中）信念を持つ

（低）ルーズ

・理想が高い ・責任感が強い ・目標を決めて突き進む

・伝統・文化・シキタリ守る ・権威を大事にする ・道徳的で倫理観が高い

・ルールや規律を守る ・リーダーの資質 ・周囲を引っ張る

・自分のルールも大事 ・正義感強い

・秩序を守る ・信念がある

・保守的 ・経験を活かして実行

・禁止的、他罰的 ・批判的、排他的 ・頑固

・保守的、頑固 ・他人に厳しい ・自信過剰

・荒々しい ・ブツブツ不平を言う ・収入・学歴を鼻にかける

・漫画・ドラマの憎まれ役 ・自分の枠で干渉する ・決めつけたら引かない

・こだわりすぎる ・威圧する ・押し付ける

・攻撃的、威圧的 ・相手をコキつかう

・優しさより正しさ ・自分を認めさせようとする

高い時の
長所

高い時の
短所
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５つのパーソナリティの特徴② ＮＰ（母性）

◆ＮＰの特徴 （高）おせっかい

（中）思いやり

（低）冷淡

・暖かく親しみやすい ・人を育てるのが上手 ・やさしくしようとする

・よく褒め、相手を認める ・人付き合いがうまい ・気遣い、気配りする

・思いやりがある ・世話好き ・傾聴し、共感する

・相手のミスを許す ・相手の長所・価値認める ・子供、動物をかわいがる

・励まし、勇気づける ・養育する ・相手を信頼する

・誰にも人懐っこい ・保護的

・義理人情に厚い ・相手の気持ちを考える

・過保護、過干渉 ・冷静・客観ではない ・縛られ、柔軟性なし

・甘やかす ・責任感・判断力不足 ・ポリシー・理想緩い

・努力しないこともある ・頼まれると断れない ・おせっかい

・相手の自主性を奪う ・可愛がりすぎる（溺愛）

・同情し、情に流される ・厳しい場が苦手

・自主性を重んじない ・相手に過剰に期待する

高い時の
長所

高い時の
短所
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５つのパーソナリティの特徴③ Ａ（合理性）

◆Ａの特徴 （高）コンピューター的

（中）合理的

（低）現実無視

・合理的、機能的 ・コンピュータのよう ・理系だとデジタル

・文系だと哲学的 ・冷静な判断力、分析力 ・問題解決力あり

・情報収集力あり ・感情的にならない ・Ａ、Ｐコントロール（司令塔）

・状況を素早く判断 ・時と場合で態度を変化 ・損得勘定あり

・意地、好き嫌いで判断せず ・事実をありのままに ・客観的

・常に気持ちを一定に保てる ・現実検討能力あり ・金銭感覚あり

・問題を頭脳的に処理 ・理論、理屈を重視 ・道徳観念高い

・考えを促し、考える ・公平

・何でも理屈で割り切ろう ・打算的 ・人の心を無視する

・金属的な冷たさ ・孤独になりがち ・人間味なく、味気ない

・可愛らしさ不足 ・ハメ外さず、ノリ悪い ・愛情表現下手

・誤っても事実と決めつける ・机上の理論 ・頭でっかち

・損得を優先する ・面白さ少ない

・他人の喜怒哀楽を無視 ・知将、知に溺れる

・心の友を作りにくい ・融通きかない

高い時の
長所

高い時の
短所
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５つのパーソナリティの特徴④ ＦＣ（自由な子供）

◆ＦＣの特徴 （高）自由奔放

（中）のびのび

（低）萎縮

・自由奔放 ・直感的ひらめきあり ・空想力あり

・表現力・感性豊か ・趣味・特技を仕事にする人 ・一つの分野でエキスパート

・好奇心旺盛 ・やる気あり、行動力あり ・チャレンジ精神旺盛

・周囲の軋轢気にしない ・ストレスも気分転換うまい ・フリーランス向き

・人懐っこい ・のびのび、明るい ・興味、関心あり

・明るいキャラクター ・主体性、積極性あり ・ユーモアあり

・想像性、創造性あり ・楽観的

・感情的、気分にムラあり ・はしゃぎ、ふざける ・いたずら好き

・派手め ・周囲と軋轢、人間関係支障 ・（協調性重視で）八方美人

・喜怒哀楽抑えられない ・感情表現が単純 ・スピード好き

・お酒、遊び好き ・懲りない人、反省ない人 ・自己規制しない

・「わぁ」「きゃあ」など多い ・嫌なことをキッパリ言う ・集団行動苦手

・なれなれしい態度 ・自分勝手 ・自分都合でルール無視

・約束守らない ・他人の迷惑考えない ・無責任、自己中心的

・子供っぽい、ダダこねる ・急に激怒・落込み、泣く ・お調子もの、軽い

高い時の
長所

高い時の
短所
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５つのパーソナリティの特徴⑤ ＡＣ（従順な子供）

◆ＡＣの特徴 （高）抑え気味

（中）いい子的

（低）頑固

・他人のために働く ・控え目、遠慮がち ・礼儀正しい

・自己主張しない ・よけいな反論しない ・人間関係に波風立てない

・忠告、意見に耳傾ける ・レベル、趣味嗜好合す ・真面目で賢そう

・相手に上品な印象与える ・従順、いい子 ・他人を思いやる

・空気読める ・頼まれると断れない ・選択を相手に委ねる

・人の気持ち理解に努める ・人とテンポ、スピード合す

・協調性あり ・相手に合わせられる

・妥協的、依存心強い ・主体性なし ・冷静な判断苦手

・強面や権力者に弱い ・嫌な仕事も断れない ・人目を気にしすぎる

・迎合する ・外見より暗い性格 ・無理に自分を抑える

・問題を先送りする ・ストレス解消が下手 ・不平不満言いやすい

・不満積もるとキレる ・おどおどして自信なさげ ・説明がくどい

・相手の目を見ない ・ストレス貯めている ・恨みがましい

・言われたことしかしない ・人の命令に振り回される ・抵抗したい時は黙る

・いつも誰かの意思に従う ・悲観的、劣等感あり ・大人しい人が暴力へ

高い時の
長所

高い時の
短所
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各パーソナリティ優位タイプ

CP優位タイプ ・理想高い、目標達成意識高い FC優位タイプ ・自由奔放、明るい

・伝統・文化・ルール・規律守る ・表現力豊か、感性豊か

・責任感強い、周囲引っ張る ・やる気、元気、活発、行動力

・権威を大事、リーダーの資質 ・チャレンジ、想像性・創造性

・攻撃的、威圧的、批判的 ・感情的、楽観的

・融通がきかない、頑固 ・自己中心、集団行動苦手

・他人に厳しい ・自分勝手、周囲と軋轢

NP優位タイプ ・やさしい、暖かく、思いやりあり AC優位タイプ ・従順、他人のための働く

・人懐っこい、義理人情に厚い ・控えめ、遠慮がち

・気遣い、気配り、共感 ・自己主張しない、自信なさげ

・気が優しく、共感的 ・礼儀正しい、真面目

・世話好き、人付き合いうまい ・強面や権力者に弱い

・過保護、情に流される ・主体性低い、迎合する

・冷静・客観・責任感・判断力不足 ・言われたことしかしない

A優位タイプ ・判断力があり、合理的

・理論・理屈を重視、平等・公平

・冷静、感情的にならない

・判断力、分析力

・可愛らしさ不足

・人間味なく、味気ない

・クールで冷たい印象

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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グラフの傾向のポイント①

左上がり、右上がり ＜左上がり：（２つのＰが、２つのＣより高い）＞

　・大人びている

＜右上がり：（２つのＣが、２つのＰより高い）＞

　・子供っぽい

両端が共に高い、低い ＜両端が共に高い＞

　・葛藤型

　・CPは他罰、ACは自罰を表し、両方高いと人生に葛藤が生まれる

＜両端が共に低い＞

　・マイペース型

　・CPが低いとルーズ、ACが低いと気まま、両方低いとマイペース

CP高AC低、CP低AC高 ＜CP高く、AC低い＞

　・頑固

　・理想のCPが高く、協調性のACが低いため

＜CP低く、AC高い＞

　・優柔不断

　・理想のCPが低く、協調性のACが高いため

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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グラフの傾向のポイント②

一部分だけ高い、低い ＜一部分だけ高い、低い＞

　・自分の個性がはっきり出るタイプ

水平、高低差大きい ＜水平＞

　・集団型、集団に入りやすい

＜高低差大きい＞

　・個人行動しやすい

CP NP A FC ACCP NP A FC AC

CP NP A FC ACCP NP A FC AC
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基本パターン：①憂うつタイプ ②楽天タイプ

①憂うつタイプ ＜①憂うつタイプ＞

・他人を求めるACと、他人を突き放すCPが共に高いため、矛盾を起こす

・AとCPが共に高く、冷静な判断力と批判精神を併せ持ち、他人が気になる

・社会性のCPとACが高いため、権力・世間の評判に弱く、ルールに縛られる

・責任感のCP、順応性のACが共に高いため、仕事はとことんやり仕事中毒

・責任感、現実検討能力、協調性はあるが、思いやりに欠ける

・自分を表現することができず（FC低）、抑うつ傾向になる

・葛藤を生じている自分を冷静に分析し、悶々としている

【合う仕事】技術職、会計・経理、事務、職人、コンピュータ関連

【合わない仕事】人の世話、育成の仕事、営業

②楽天タイプ ＜②楽天タイプ＞

・厳格さのCPが低く規律や秩序を守らず、順応性のACが低く協調性が欠如

・自由さのFCと協調のACの落差が大きいほど、わがままになる

・落差の大きいM字型は、飽きっぽく、人間関係が長続きしない

・やさしさのNPと自由のFCが共に高いため、ノリのいい性格、お調子者

・現実検討能力（Ａ）、協調性（AC）に欠ける

・人情味があり、好奇心も強く、合理性より好奇心・情で動く

・高低差の大きいM字型は遊人、高低差小さいと健全な人

【合う仕事】短いサイクル、自由、アイデア関係、マスコミ、芸術、企画、広告

【合わない仕事】堅苦しい、地味で単調、官僚的、上下関係厳しい

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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基本パターン：③献身タイプ ④自己主張タイプ

③献身タイプ ＜③献身タイプ＞

・順応性のACが高く、わがままなFCが低いため、忠実で、コツコツこなす

・世話好きのNPと妥協のACが高いため、他人に頼まれるとイヤと言えない

・優しさを表すNPとAC共に高いので、やさしいが、リーダーシップ欠如

・強引さのCPが低く、先頭切って何か始める前のが苦手、色々考える

・自分を抑えて人に尽くすためストレス貯めやすい

・潜在的に不安感あり、取越し苦労する　（I'm not OK, You're OK.）

・いじめられやすく、④自己主張タイプが上司だとこき使われる

【合う仕事】企業やチームでの仕事、立派な人の下につけるか

【合わない仕事】責任が伴う、競争激しい

④自己主張タイプ ＜④自己主張タイプ＞

・批判のCPが高く、ウルサイ人、目標や理想を表現、信念やリーダーシップ

・頑固なCPと創造性のFCが合わさると、自己主張が強くなる

・独善的、社会倫理より自己ルールに忠実、相手を気にしない強引さ

・寛容のNPが低いと、ポリシーが独断的で、他人の判断を許さない

・自分を出すことMAX、自分の信念で行動し、他人にも厳しい

・ACが低いと飽きっぽさが出て、わがままで人間関係を悪化させる

・（I'm OK. You're not OK.）

【合う仕事】実力主義、革新的、ベンチャー

【合わない仕事】公務員、規則性・単純な仕事

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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基本パターン：⑤合理主義タイプ ⑥背伸びタイプ

⑤合理主義タイプ ＜⑤合理主義タイプ＞

・山の形がなだらかなら健全な合理型、鋭利になるほど冷徹なデジタル人間

・行動に合理的理由が必要で、行動した後も論理的裏付けがほしい

・批判のCPが低いため、他人には口うるさくない

・親の２つのPが低いと、他人へのいたわり、正義感が欠如、子供っぽくなる

・子供の２つのCが低いと、潤いのない冷たい人間になる

・欧米型ビジネスの８割このタイプ、理想的エゴグラム（創始者デュセイ曰く）

・強い競争、大勢絡み合っている仕事は不向き、広い人脈苦手

【合う仕事】企業内でも独立しても成功、経営者

【合わない仕事】営業、人使い、交渉ごと、競争激しい

⑥背伸びタイプ ＜⑥背伸びタイプ＞

・他人に厳しく自分に甘い、自分のことを棚にあげる

・口うるさいCPが高く、相手を気にするACが高いので、自己矛盾を感じる

・自己判断力Ａが弱く、他人の欠点が見えるCP・ACが高い

・表現力FCが低く思いを表現できず、順応性ACが高く他人の援助を期待

・葛藤が多く、心に不安を抱え、カウンセリングに訪れる人多い

・下には厳しく、上には従順、決断力なく、見当違いで意見コロコロ変わる

・Ａが働かないため、迷信などに不安になりやすい

【合う仕事】マニュアルに忠実、官公庁、作業、正確さ重視、縦社会

【合わない仕事】ヨコの関係重視、リーダー・命令系統なし、チームワーク重視

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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基本パターン：⑦ど真面目タイプ ⑧エンジョイタイプ

⑦ど真面目タイプ（葛藤型） ＜⑦ど真面目タイプ＞

・相手を観察するAC、自由奔放のNPの極端な差で、いつも萎縮

・口うるささのCPと寛容のNPの極端な差で、下に厳しく近づきがたい存在

・CPとNPの落差は、極端な理想・正義感を表すが、権力者・実力者に頭上がらない

・CP高く黙認のNP低いため、ルールに厳しく真面目、一人でもサボらない

・気分転換のFC低く、ストレスに強くない

・冷淡だが甘え強く、ストレスに弱いが威張るなど、自己バランスうまく取れない

【合う仕事】無機質的仕事、固めの仕事、工場ライン、ビル管理、清掃、警備

【合わない仕事】独立、小さい組織で何でもやるのはのは不向き

⑧エンジョイタイプ（マイペース型） ＜⑧エンジョイタイプ＞

・山形のなだらかな形と考えられ、やや健全なタイプ

・遊びのFCが高く、自分の趣味や娯楽を楽しめる

・NPとFCの両方が高いのは「自他肯定」

・CPとACの両方が低いほど、社会への順応性、組織への帰属意識低い

・CPとACの落差が激しいほど他人との軋轢多い、命令するのもされるのも嫌い

・付き合いにくい人に無作法、自分勝手に行動、ストレスは強い

・気配りAC低くいたわりにきめ細かさ不足、自己規制のFC低く行動がルーズ

【合う仕事】自分の感性を活かせる場所

【合わない仕事】上下関係厳しい管理厳しい、役所

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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基本パターン：⑨押し付けタイプ ⑩遊び人タイプ

⑨押し付けタイプ ＜⑨押し付けタイプ＞

・親的な面が発達、無邪気さが萎縮

・親の２つのPは、親・学校・社会から教わったもの、それを他人に伝えようとしている

・厳しさCPとやさしさNPが同居し、親の両方が高いので、頼りになる

・理想主義で完全主義だが、面倒見もよく、親分肌、姐御肌

・他罰的CP、お節介NPが強いため、相手の欠点を探して文句を言うのが得意

【合う仕事】役所の窓口、ナース、小学校の教員

【合わない仕事】企画、開発、新規プロジェクト

⑩遊び人タイプ ＜⑩遊び人タイプ＞

・子供面が目立ち、社会性低く、責任感・倫理観・正義感不足、ルーズ

・他人の目を気にするAC高く、人から嫌われるのは嫌がる

・勝手気ままなFCも高いので、ほしいものは手に入れないと気がすまない

・甘えのACが高いため、小心者で、甘えさせてくれる人をいつも探している

・依存性が高く、自己中心的、自己愛的で、自立心なし、勝手気ままな人生観

・ええカッコしいのAC高く、かっこよく振舞うが中身スカスカ、CP低く歯止めきかず

・良い行動は「人に誉められたい」一心、忠告は嫌がる

【合う仕事】自由な仕事、娯楽、芸術、芸能、音楽、冒険、風俗

【合わない仕事】公務員・銀行などの正確な仕事

CP NP A FC AC

CP NP A FC AC
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基本パターン：⑪ハイレベルタイプ ⑫中庸タイプ ⑬閉じ込もりタイプ

　　　　⑪ハイレベルタイプ ＜⑪ハイレベルタイプ＞

　　　　⑫中庸タイプ ・かなり心的エネルギーが高く、すべての面で完璧を求める

　　　　⑬閉じ込もりタイプ ・本人として目いっぱいやっているが、他人からはそう見えにくい

【合う仕事】幅広い適応力でどんな集団でも馴染める

【合わない仕事】ベンチャー系、クリエイティブ系

＜⑫中庸タイプ＞

・いい意味で平均的、個性のないタイプ、心的エネルギーに強弱がない

・いかにも平均的という匂い、地道な生活を送り、面白みなし

【合う仕事】平凡な公務員にうってつけ

【合わない仕事】変化が激しい仕事、想像性の場は弱い

＜⑬閉じ込もりタイプ＞

・心的エネルギー弱く、悩み深く、何もしたくない無気力状態

・活力、楽しさ、やさしさ、サービス精神なく、石印・使命感なし、働く意志もない

【仕事について】

　仕事より、休むことが大切

CP NP A FC AC
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Ⅴ 参考データ
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塾長、各事務局のエゴグラム

0

10

20

30

CP NP A FC AC

寺嶋直史

0

10

20

30

CP NP A FC AC

鯉沼和久

0

10

20

30

CP NP A FC AC

井川 和美

0

10

20

30

CP NP A FC AC

原田 聡介

0

10

20

30

CP NP A FC AC

小野田 直人
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Ⅵ 活用方法
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エゴグラムのコンサル実務での活用方法➀

【ヒアリング】

• 実際に社長や経営幹部、部門長とヒアリングを行う際に、情報収集をしながら、頭の中で、
エゴグラムの仮説を立てる。

（例）

• 質問に対して適切な回答が出てこない、話しが脱線する（Ａが低い）

• 自身がプレイヤー化、組織を管理・統率欠如、目標設定が不明確（ＣＰが低い）

【会議】

• 会議の中で、経営幹部・部門長の言動により、各自の人となりを評価しながら、会社内の人
間関係を見極める。その上で、組織上の役割を超えた意思決定構造、統制状況の仮説を立
て、実行支援の取り組みの参考にする。

（例）

• 社長と各幹部との関係は？ 社長以外のキーパーソンがいるか？

• 会社全体の力関係は？

• 経営改善・変革に積極的か、消極的か

【ポイント】

• ぴったり形が合わなくていい。「一番高いところ」「一番低いところ」が重要
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エゴグラムのコンサル実務での活用方法②

エゴグラム 社長、社員の傾向（仮説） コンサルの取組

1 ＣＰ：高

Ａ：低

• 社長は思いつきで行動し、暴走す
ることあり

• 社長はワンマン、社員はＹＥＳマン

• 経営幹部（合理的な参謀）が必要

• 意思決定のプロセスの明確化

• 社員の考える集団・自立化のため
のしくみ構築

2 ＣＰ・Ａ：低 • 社長の組織の統率力、社員巻込み
が欠如

• 社員の、社長への不満、指示に忠
実に動かない

• 独自の改革の断行は困難

• 実質的な統率者が必要

• 各部門長への権限移譲

• 現場を巻き込んだコンサル

3 Ａ：高

ＣＰ・ＦＣ：低

• 社長は議論好きだが、具体的指示
は欠如、現場を動かす意識薄い

• 上からの指示なく、社員は自身の
作業に固執、保守化

• 社長の納得感

• 現場を巻き込んだコンサル

4 ＡＣ：高

ＣＰ：低

• 元々「人に尽くす」タイプ、自ら率先
して組織を統率するという、社長と
しての資質が低い

• 他に実質的な指導者の存在

• 実質的指導者のタイプの見極め、
その人を巻き込んだコンサル
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これで講義は終了です。

続いてグループワーク、他者診断です！


