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AusID Global for International Students 
 
 

AusID Global is a colourful, innovative and uniquely Australian    
online personality profiling application that consists of a series of 

questions which have no right or wrong answers. Once completed, 
the International student will be matched with one of four                         

Australian animals providing them with an explanation of their                     
communication styles and behavioural traits.   

 

Understanding each individuals communication styles and                                
behaviours traits offers the opportunity to improve educational                       

outcomes, address unwanted behaviour, increase retention and     
promote greater mental and emotional well-being to name a few. 

 

The product can be utilised by schools on all levels, within their ESL           
classes, in their short-term study tour programs or long term with 

their visa students as they try to adapt to another culture.  
 

The AusID Global application teaches students how to manage 
stressful situations according to their personality type, adopt the 
best study skills for their type, improve communication thereby    

allowing them to build better friendships, create better relationships 
with their parents, identify career paths, reduce bullying through    
the development of greater resilience, and generally how to view 

themselves in a much more positive light. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AusID Globalはユニークなオーストラリア的な手法で個人をプロファイリングしていくプ

ログラムです。 

学生様はアプリで一連の正解、不正解のない質問に答えることで個人をプロファイリング

がされます。回答が完了すると４つのオーストラリアの動物のうち１つの動物が彼らの

トーテムとして紹介されます。そして彼らのコミュニケーション方法や行動の特性につい

て説明されます。今は英語ですがほかの言語で提供することも可能です。 

トーテムの特性について学ぶことは学生様が将来の職業や人生や勉強についても自分自身

を意識し理解することを助けます。 

各学生のトーテムのより深い理解のためにワークショップでは学生の英語のレベルに合わ

せて行われます。これらは高いレベルの学生プログラムの書籍などでも称賛されていま

す。ワークショップは２－３時間で効率よく行われます。英語での実施になりますので

ESLレッスンやその他のアクティビティーとの素晴らしい組み合わせとなります。このプ

ログラムは人とのコミュニケーションと対話の方法について、カラフルで分かりやすく説

明されるので学生の可能性を最大限に高めるように作られています。例えば、人がより効

果的に共同作業を行う方法、コミュニケーションスキルを向上させる方法、より高い寛容

性と理解を促進する方法を説明しています。 
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“In a world where you can be anything, be yourself” 

 

Comments from Teachers: 
 

 

School Principal 
“As a school principal I am impressed with the ease with  

which AusID can be administered and scored, and  
the appropriate vocabulary used in the questions make it 

highly suitable for classroom and whole school use.” 
 

  

Catholic Education 
“Children were fascinated at how accurate the various  

descriptions were and certainly could identify with their animal.  
They also were quick to identify their teachers! “ 

  

  

Queensland Education 
“I believe that AusID will revolutionise the way teachers view the 
learner and the way schools respond to student learning needs.” 

 
 

School Principal  
“As one of the 40 most improved schools named following the  

results of the recent NAPLAN figures, I would have that say that  
we can attribute our excellent results in part to the introduction  

of a program called AusID. 
 
 
 
 

                           AusID has allowed our teachers to become more personally            
 involved with the students, allowing them in particular to  
 teach individual preferred learning styles.“ 

 

“AusID has been, and continues to be, a significant                               
part of our core strategies for continued success.”  

 

 

Comments from Participants: 
 
 

 

Gaby 
 

“Having done other extensive personality tests previously, I was      
surprised to see how accurate this test is. Linking your personality    
to an Australian animal makes it easy to remember and to relate to.    
It is also fun to discuss the results with others and understand how 

you are different or similar and how you fit into a team.” 
 
 

Mirai 
 

“Becoming an Australian animal was a lot of fun.  The animal that      
my personality matched with was very accurate and helped me to 

appreciate my personality traits.  I used to think that being sensitive 
was a negative part of my personality, but after learning about      

AusID I now understand that it is a positive part of my personality.” 

Dolphin 

イルカは争いごとを嫌い、調和のとれた状態で活躍します。彼らは人や状況に

敏感で思いやりのあるアプローチで人々に安心と承諾を差し出します。 

Wombat 

ウォンバットは彼らのルーチンで予測可能なことを好みます。彼らは安定し

た、調整のできているところで活躍します。彼らはタスクや状況に応じて計画

的にアプローチします。 

Eagle 

イーグルは論理的で整合性のあることろで活躍します。彼らは彼らのパフォー

マンスや行動が最大限に生かされる場面で行動することができます。 

Kangaroo 

カンガルーは友好的で遊び心があり多様性や変化し続けるところで活躍しま

す。彼らは目の前のことに飛びつき、長時間座っていなければいけない時、退

屈したり無関心になったりします。 

参加者からのコメント 

Mirai Kondo – 日本 

オーストラリアの動物になることはとて楽しかったです。そのオーストラリア

の動物はよく合っていて私の個性を認識する助けとなりました。私は神経質で

消極的な部分があると思っていたのですが、自分の特徴を知ることで私の個性

をポジティブにとらえることができるようになりました。 

Gaby Thomasz-オランダ 

他のパーソナリティーテストもやったことがありますが、このテストの正確さ

には驚きました。パーソナリティーをオーストラリアの‘動物に結び付けること

で覚えておくことや共感することが簡単になります。結果を他の人と話し合っ

たりすることは楽しく、自分が他の人と何が一緒で何が違うのかを理解し、ど

のようにチームに溶け込んでいくことができるかを理解できる。 

 Apple Store Google Play Store 


