
ホロスコープ入門講座について

AWS 星の魔法学校をご卒業されたみなさまが
手に入れたツールをどのように使うかは

それぞれの自由にクリエイトしていただければ幸いです

ただ、ホロスコープリーディングや心理セラピーなどのセッション等だけでなく
星読みを教える「講座」を開催したい場合

みなさまが最も困難だと感じるのは、今まで聞いてきた中では
講座の内容創りの部分、いわゆる「コンテンツの作成」だ、ということだそうです

そこで、ご自身でコンテンツを作成できるようになるまでの足がかりとして
何かお手伝いできることはないかと考えて生まれたのがホロスコープ入門講座です

入門講座は、すでにベーシックとアドバンスがありましたが、このたび
それら星読みの基礎を知らなくても組み合わせれば誰でも使えるこの「番外編」も

天王星牡牛座入りに合わせて誕生しました♡



この番外編では、これまでなかなか口頭ではお伝えすることができなかった
星座や天体の持つ「雰囲氣」や「カラー」を
実際的なアイテムや色味で表すことができたので
わたし自身にとってもかなり楽しいものになりました

ホロスコープ入門講座 番外編
星々の輝きがうつしだすわたしの姿

これは
天空の星々の輝きとリンクしている人間ほど
地上でもまさに星＝スターとして輝いている

ということを視覚的にも実感できるの内容ですので、そうネーミングしました

受講されたかたも、ホロスコープの面白さや不思議さにさらに興味を持って
天空と地上をつなぐ自分自身の存在を楽しんでもらえるのではないかと

おおいに期待している次第です
どうぞご活用ください♡

あ、資料の使い方講習の講習費用は無料ですので
ご希望の方はお氣軽にお申し付けください

ちなみに自信がある方は必ずしも講習の必要はありません♪



ホロスコープ入門講座
番外編

星々の輝きがうつしだすわたしの姿

＊講師用 販売価格等解説ページ＊
パターン①コンテンツのみ 販売価格12,000円
・ホロスコープの仕組みと読み方解説
・有名人の読み解き練習（レッスンシート作成）
・画像解説（画像は講座開催者にそっと送信します）
・イメージカルテ作成
・色見本切り取り貼り付け作業

パターン②実技付き 販売価格16,000円
コンテンツ＋実技（メイクやファッション等）

・実技指導者が講師と別の場合の金額の内訳は自由
・料金をプラスする場合（例：講座費用16,000円＋場
所代3,000円等）料金を割引する場合（例：16,000
円のところモニター価格のため13,000円等）はその旨
募集要項等に表記してください

------ 資料代 ------
その他のホロスコープ入門講座は、PDF化した資料をご自身でプリントアウトしてご利用できますが

この資料のみ「色味」が非常に重要になるコンテンツのため、Be yourself 側で資料を作成し、お渡しいたします
一生ものの資料として使っていただけるようなものに仕上がっていると思います

コンテンツ使用料 コンテンツのみ販売価格の13% １冊あたり1,560円
資料コスト実費 次のページに内訳 １冊あたり 1,416円
レターパック郵送 受け取りが郵送の場合のみ発生 １回あたり 330円

でんでんちのお茶会受け取り １冊あたり 3,000円

内訳



資料コスト実費 内訳
コンビニのレザープリンタでは持ち込みの厚紙用紙の差し込み不可なので
白黒印刷はカラー印刷と同じ差し込み可のタブポットを使用のため２０円

ちなみにカラー印刷はコンビニ５０円、タブポット４０円♪

《本体》

カラー厚紙両面印刷１８ページ 厚紙１２円×９枚＝１０８円
カラー印刷４０円×１８枚＝７２０円

《添付資料》

カラー厚紙片面印刷１ページ
白黒 厚紙片面印刷２ページ

カラー普通紙片面印刷９ページ

厚紙１２円×３枚＝３６円
カラー印刷４０円×１枚＝４０円
白黒印刷 ２０円×２枚＝４０円

普通紙&カラー印刷１枚５０円×９枚＝４５０円

《その他》

金具２個 １個１１円×２個＝２２円

資料コスト実費 合計 1,416円
＊販売価格等解説ページ（１～５ページ）は

この料金に含まれません



＊必読 注意事項＊

このコンテンツは、なによりも「色味」が
重要です。

試行錯誤しましたが、紙質や印刷機によっ
て全く違う色味になってしまうので

（例えば同じ紺色でも、射手座の紺色と水
瓶座の紺色は色味が全く違うのに違いが出
ない、など）

使用する紙と印刷機にあわせてデーター上
の色味を調整してあります。

色味の持つニュアンスが変わって
しまうのをふせぐため

本体と添付資料部分のPDFをご自
身でプリントアウトしないように
よろしくお願いします。

この番外編に限り、ホロスコープに詳しく
なくても、資料に沿って調べたり書き込ん
だりするだけで楽しめる内容ですので

認定星読み士さん以外の星の子メンバーさ
んも（受講中のかたもメンバーであればど
なたでも）使用できます♪

適正価格をお支払のうえお手元に置いてい
いただき、もちろんご自身に、それだけで
なく、個人セッション等の際の参考に使う
のも自由です。

ただし、この番外編のコンテンツ
自体を販売（＝提供）しての講座
の開催は、認定星読み士さんのみ
に限らせていただきます。

このページを含む「販売価格等解説ページのPDF」については
ご自身でご自由にプリントアウトできます



以下 本体

sample



星々の輝きがうつしだすわたしの姿
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Program

はじめに このワークシートでわかること

ホロスコープの仕組み 読み方

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 春グループ カラーマトリックス

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 夏グループ カラーマトリックス

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 秋グループ カラーマトリックス

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 冬グループ カラーマトリックス

太陽系の１０天体とリンクしているエネルギーの人物像とワンポイントカラー& コラム⑴⑵

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート用有名人データー

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート‥‥＋６枚添付

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 イメージカルテ‥‥＋１枚添付

そのほか添付資料：実践用 顔のアウトライン線画 ボディのアウトライン線画

実践編切り取り用色見本各春夏秋冬グループ&１０天体ワンポイントカラー



わかること
自分本来の容姿や持っている雰囲氣にフィットし、自身の持つ星々の輝きを
地上でもうつしだせる

・メイクの雰囲氣、質感、カラー
・ファッションの系統や身にまとう服装の色
・魅力を引き立てるアイテム
・髪型
・ネイルや小物などワンポイントに取り入れるのに適したカラー
・プロフィール写真を撮影する際などに自分の持つ星配置とリンクしている背景など

が読み解けます。また、全くリンクせず輝きを鈍らせる＝NGなものは「×」と記載してあります。

はじめに
このワークシートでは、星々の輝きがうつしだすあなたの姿を読み解きイメージカルテを作成します。
今回は、ピンポイントで確実に

・人から見たあなた（調べる対象者）の印象
・容姿の特徴
・無意識に醸し出している雰囲氣
・星々の配置とリンクしているカラー、質感、アイテム

に関する部分のみ徹底的に浮かび上がらせるデザインとなっています。

そのため、性格や顕在意識の傾向からみる適職などに関する部分を読む通常の星読みとは
全く異なりますのでご注意ください。
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地球

１

ホロスコープの仕組み
時計のような丸い図の中心は、調べた対象者が生まれた瞬間の場所（地球の‥日本の‥沖縄県など）になっています。

その時間にその場所から観測した天空の星々の配置を記したものが対象者のネイタルチャートというホロスコープです。

文字盤のような部分をぐるっと３６０度周りを囲んでいるのは、地球から見た太陽の通り道にある１２の星座です。

その中にてんでんばらばらにある約１０個の記号（サイトによって小惑星も表示する場合があるので１０個ではないこともあります）
が太陽系の１０天体です。

読み方
西洋占星術のホロスコープ作成アプリやサイトで、調べたい対象者の
・生年月日 ・出生時間（分単位） ・出生場所（都道府県）
を入力しホロスコープを作成します。＊出生場所とは、育った場所ではなく、生まれた瞬間の場所のことです。

ASC（アセンダント）とは、生まれた瞬間にその場所からみた東の地平線の指し示しており
図の横軸の左側になります。

M C  とは、９ハウスと１０ハウスの間にある縦軸の上側で、太陽の通り道の
一番高い部分にあたります。魅力を引き立てることに特化したこのワークシートでは

① ASCに位置する星座と
②その星座の守護星＝チャートルーラーの星座
③MCに位置する星座
を中心に読んでいきます。それ以外に

・アセンダントのラインにかかっている天体
・１ハウスにすっぽり入っている天体
・MCのラインにかかっている天体
があれば、そこからも、人があなた（or 調べる対象者）から受ける人物像の印象を
読み解いていきます。

地球の周りの数字は「ハウス」です

太陽のマーク がある円は
太陽の通り道です

その周囲に３６０度あるのが
１２星座の記号です

カッコ内の星は
その星座の守護星
＝ルーラーです
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星々の輝きがうつしだすわたしの姿 カラーマトリックス

星座とルーラー 雰囲氣/ 身体的特徴/ リンクする背景 リンクカラー アイテム 質感 そのほか

牡羊座

♈
火星

ポニーテール or ショートカット
スポーツカーや革ジャンが似合う
エネルギッシュな

チアガール系女子or 熱い男系
ASC♈の身体的特徴：ベビーフェイスで

アマゾネスや勇者体型
場所：競技場/ 速さを感じるシーンがある場所

金△銀◯黒,紺×ハード系○
キャラクターもの◯無地○
パンツ◯ベビーフェイス○
シャイニー×ダボダボ×
露出◯マット×ファー×
プラスチック製などのポップ
で大ぶりなアクセサリー○
秋冬メイクなどの暗い系×

牡牛座

♉
金星

春のお花畑にいるお姫様のような
おっとりした可愛らしい女の子

ゆるふわガーリー系

ASC♉の身体的特徴：丸みを帯びた顔立ち

場所：のんびりした田舎や田園風景
あるいはラグジュアリー感のある場所

重い×黒,紺×金○銀△
黒髪△ウェーブヘア◯栗色
の髪◯パンツ×スカート○
ファー×ハード系×
繊細で華奢なアクセサリー○
ゴツめのアクセサリー×
淡水パール系◯花柄◯
レース○ハード系×露出×
光沢がありすぎる生地×

双子座
♊
水星

フットワークの軽い
永遠の少年のような
爽やかカッコイイ系

ASC♊の身体的特徴：いつまでも若々しい
少年のような体つき

場所：都会的で明るい場所/自転車

ゴテゴテ×重い×ポップ○
黒×金×銀○森ガール風×
パンツ◯新しい情報機器◯
ファー×キャップ帽◯
ショート○カジュアル◯
暗い×やんちゃな少年風○
スタイリッシュな
アクセサリー◯ハット帽○

春
グループ＊通常の星座ではなく必ず「イメージカルテ」のページをご参照ください
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そのほか暖色系の
パステルカラー各色

そのほか暖色系の
パステルカラー各色



星座とルーラー 雰囲氣/ 身体的特徴/ リンクする背景 リンクカラー アイテム 質感 そのほか

かに座

♋
月

チームに誘いたくなるような
声をかけたくなる親しみやすい系
ASC♋の身体的特徴：アンマーのような

丸みを帯びた柔らかさと
手首や首の華奢な感じ

背景：家庭/ 麦わら帽子/ キャンプ場で仲間と

重い×黒,紺×金×銀○
パンツ×草花柄◯小花柄○
ふりふりエプロン○天然素材○
ワンピース◯ファー×光沢×
ざっくり編みニット◯リネン○
繊細で華奢なアクセサリー○
アメカジ風◯ウェーブヘア○
タートルネックや詰襟×

獅子座

♌
太陽

アセンダント獅子座のみ
太陽星座が基本
‥‥とは言え

隠しようのないラテン系の
押し出しの強さ感

ASC♌の身体的特徴：ツヤツヤストレートの髪

背景：昼間の明るい場所/ 舞台/ イベント会場

＊ASC/獅子座の場合は太陽星座
のアイテム欄に以下もプラス
＊MCやチャートルーラーが
獅子座の場合以下も採用

金○ダボダボ×露出◯
装飾品◯ファー○光沢○
ドレッシー◯巻き髪○
ラメ○シャイニー◯
スパンコール○女優帽○

乙女座
♍
水星

夏休みの図書館が似合う
永遠の乙女

清潔感あるフェミニン系

ASC♍の身体的特徴：いつまでも若々しい
少女のような体つき

背景：学校/ 職場/ 図書館/ 研究室

重い×黒×白系○金△銀○
奇抜さ×透明感◯ファー×
パンツ×スカート◯露出×
繊細で華奢なアクセサリー○
小粒パール○小花柄◯花柄○
ストライプ◯透し彫り○
強調しすぎたアイメイク×
ハード系×ぶりっ子が似合う○
学生服風○メイド風◯本◯

＊通常の星座ではなく必ず「イメージカルテ」のページをご参照ください

ASCが
獅子座の場合

は
太陽星座の
カラー

ゴールド系

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 カラーマトリックス

夏
グループ
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星座とルーラー 雰囲氣/ 身体的特徴/ リンクする背景 リンクカラー アイテム 質感 そのほか

天秤座

♎
金星

華やかさがある
オーソドックスな
きれいめ系

ASC♎の身体的特徴：明るいトーンの
一般的な整った顔と平均的な体つき

背景：ホテルラウンジ/ きれいめ系カフェ

金○銀○金銀の重ね付け◯
シンプルなアクセサリー○
紺○白◯黒△無地○露出×
奇抜さ×お嬢様風○ハード系×
ボーダー柄◯織り柄のレース○
ワイドパンツ◯スカート○
女優帽◯リボンモチーフ◯
ハリのある光沢素材◯

さそり座

♏
冥王星
火星

みんな彼女（彼）の虜
人々に印象付ける魅力と

黒髪が似合う大人セクシー系
ASC♏の身体的特徴：印象的な

魅惑の目ヂカラとしっかりして肉厚な小鼻

背景：ナイトクラブ/ 夜景/ 滝

重い○黒◯マットな金○銀×
ごてっとした装飾品○ファー○
繊細で華奢なアクセサリー△
カジュアル×タートルネック○
和服○ツヤ感◯潤み感○露出×
無地◯大きな花柄○小花柄×
光沢生地◯ビロード生地◯
秘書/執事風○黒髪○茶髪×

射手座
♐
木星

トラディショナルスタイル
民俗調・マリン調

羽飾り・フリンジが似合う
探検家・冒険家・考古学者風
ASC♐の身体的特徴：手足がすらっと

長い印象を与える体つき

背景：飛行場や旅先/ 発掘現場/ 宇宙関連

金△銀○黒△紺◯マット感○
トルコ石のアクセサリー◯
ワイドパンツ◯ハード系◯
ブーツ◯ロングブーツ◯無地◯
タータンチェック◯ファー○
アルパカなどの織生地○小花柄×
ボーダー柄○革ジャン○
男性はイタリア風◯

その他雰囲氣の項目参照

＊通常の星座ではなく必ず「イメージカルテ」のページをご参照ください

ボルドー系

ターコイズブルーカーキーや
迷彩色系の色

オーソドックスなチノパンや
トレンチコート系の色

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 カラーマトリックス

秋
グループ

光沢感のある
ラベンダーグレー
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杢グレー系

銀杏やもみじ
などの紅葉色

そのほか
スモーキーカラー

各色

ビロード系



星座とルーラー 雰囲氣/ 身体的特徴/ リンクする背景 リンクカラー アイテム 質感 そのほか

山羊座

♑
土星

地味系が
かえって華やかさを引き立てる
きちんとできる女（男）系
ASC♑の身体的特徴：マットな肌感

背景：お城/ ビジネス関連/ 書斎/  美術館

重い○黒,紺◯金△銀◯
スーツ○伝統柄の和服◯ 腕時計○
眼鏡○上質な靴○シャイニー×
繊細で華奢なアクセサリー○
貴婦人の喪服風◯英国風○
ファー○千鳥格子◯ツイード○
黒のシースルー◯織り柄○
黒髪◯茶髪×着崩し×ベレー帽◯

水瓶座

♒
天王星
土星

奇抜でド派手なデザインでも
キャラが埋もれない
クールな個性派

ASC♒の身体的特徴：国籍不明の濃ゆい系
or

マネキン体型のアンドロイド系

背景：最新の技術を感じる場所/ 宇宙関連

金×銀○紺◯白衣◯
繊細で華奢なアクセサリー×
オリジナルデザイン○没個性的×
サイケデリック柄◯ビロード◯
大きくて濃い色の花柄○小花柄×
メタリック素材○茶髪×銀髪◯
黒髪○アシンメトリー○
奇抜なヘアカラー◯情報機器◯
大正ロマン風和服○伝統＋最新○

魚 座

♓
海王星
木星

ザ！透明感！の
妖精系

ASC♓の身体的特徴：華奢さと透明感

背景：水族館/ 海/ 雄大な大自然

金×銀○黒×茶色×銀糸○
氷や雪景色の色系○シャイニー○
繊細で華奢なアクセサリー○
ダボダボ×ファー◯光沢◯
透け感のある素材◯透明感○
フワフワ起毛素材◯
ウェーブヘア◯
茶髪ではない明るい髪色○

＊通常の星座ではなく必ず「イメージカルテ」のページをご参照ください

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 カラーマトリックス

冬
グループ
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月

太陽系の１０天体とリンクしているエネルギーの
人物像とワンポイントカラー

木星

太陽

水星

金星

火星

土星

天王星

海王星

冥王星

女性的柔らかさ 大衆の人氣者 / ムーンストーン

堂々とした輝き / シャイニーゴールド

いつまでも失われない若々しさ / ミントカラー

女性らしい華やかさ / マゼンタ ピンク

押し出し感のある行動的な元氣さ / 赤系

福の神的ハッピーオーラ / 明るいベージュ系

きちんとした大人っぽい先生感 / 紺

独特さ エイジレス / メタリックカラー

カリスマ性 / 黒が映える

不思議ちゃん 巫女さん感 / ラベンダー

コラム⑴ 土星がASC（アセンダント）のラインにかかっていたり、ASCに対して図のだいたい上半分から９０度や１８０度という角度（ハードアスペク
ト）で影響を及ぼしていると身体と特徴として小柄になる傾向があります。また、土星が１ハウスにすっぽり入っている場合は太ることを通常以上に嫌いま
す。 面白いですね♪

コラム⑵ ASCやMCと同じ星座に天体がない場合、自分では太陽や月、金星の星座のスタイルを選択しがちですが、それらの天体がチャートルーラでなけれ
ば残念ながらそのスタイルはリンクしません。 例えば 太陽がさそり座でも、ASCが牡羊座で、牡羊座に天体がなければ自分ではさそり座的なスタイルを選
択している、という感じです。そんな場合にはきっと、自分自身の持つ星々の輝きを地上でもうつしだすためにこのワークシートは大いに役立つでしょう♡
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星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート用有名人データー

西洋占星術の「ホロスコープ 作成」アプリやサイトに、調べたい対象者の
・生年月日 ・出生時間（分単位） ・出生場所（生まれた瞬間の場所）
を入力しホロスコープを作成します（生年月日のみは不可ですのでご注意ください）

① ASC（アセンダント）の星座をシートに書き込む
② ASCの星座の守護星（ルーラー）＝チャートルーラーを

ホロスコープの仕組み 読み方のページか
カラーマトリックスの星座と守護星の項目を参照して調べる

チャートルーラーがわかったら、チャートルーラーの星座を調べて
レッスンシートの「②チャートルーラーの星座」に書き込む

③MCの星座をシートに書き込む

・MCのラインに重なっている天体があればシート右上に指示に従い書き込む
・ASCのラインに重なっている天体があればシート右側真ん中に指示に従い書き込む
・１ハウスにすっぽり入っている天体があればシート右下に指示に従い書き込む

シート左側の指示に従い、それぞれの星座のカラーマトリックスの項目を引用し
（色味は書き込めないのでそれ以外を）書き込む

①のASCの星座の雰囲氣（〇〇感 〇〇系など）が、人がその人から印象を受ける
メインイメージになりますので、蛍光ペンなどで強調しておく

ただし、ASCが獅子座場合のみ 太陽の星座のカラーマトリックスも書き込む
ASC獅子座さんは太陽の星座の星座の雰囲氣（〇〇感 〇〇系など）も、人がその人から
印象を受けるメインイメージになりますので、それも蛍光ペンなどで強調しておく

蛍光ペンなどで強調した雰囲氣をメインにしながら
シートに書き出した内容全体をすべて組み合わせて
イメージを広げます
〈Aさんの例〉
基本透明感のある華奢な妖精ちゃんで、トラディショナルスタイルやマ
リン調、羽飾りやフリンジロングブーツも似合う探検家風のハードな雰
囲氣も持ち合わせていていながら、かつ親しみやすさもあり女性らしい
柔らかさも兼ね備えた大衆から人氣者の人物像は？

‥‥のように蛍光ペンで強調した雰囲氣をメインにしながら
シートに書き込んだ内容全体をすべて組み合わせてイメージを広げ
このホロスコープの持ち主は誰か想像してみてください

いかがでしたか？
星々の輝きとリンクしているかたほど、地球上でも星（スター）として
輝いていらっしゃるようにわたしは感じています(^ ^)

ある有名人の出生情報
生年月日 出生時間 出生場所はインターネット上で公開されている情報の引用です

Aさん：1977年9月20日 18時30分（沖縄県）女性

Bさん：1988年6月11日 10時40分（沖縄県）女性

Cさん：1980年7月18日 9時30分（高知県）女性

Dさん：1969年2月26日 4時 0分（長崎県）男性

E さん：1983年6月17日 11時17分（東京都）男性

＊ぜひレッスンシートが完成してからご覧ください Aさん：安室奈美恵さん Bさん：新垣結衣さん Cさん：広末涼子さん Dさん：福山雅治さん Eさん：二ノ宮和也さん ホロスコープのイメージ通りでしたか？
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MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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MCの星座
公の場でのわたしの顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なわたしの姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 イメージカルテ

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

あなたのおなまえ さん
カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

3

チャートルーラーの星座
滲み出て香るわたしの雰囲氣は

座と 座の根

2

1
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星の魔法学校ホロスコープ入門講座番外編オリジナルコンテンツ
当コンテンツの一部あるいは全部を複製、転載、流用、転売されないようにお願いいたします

当コンテンツは星の魔法学校専任講師儀間春奈による見解等です
作成には万全を期しておりますが万が一誤り、不適切な情報等がありましても当方は一切の責任を負わないことをご了承願います

２０１９年９月AWS専任講師儀間春奈
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以下 添付資料

sample



MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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MCの星座
公の場でのあの人の顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なあの人の姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすあの人の姿 レッスンシート

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

チャートルーラーの星座
滲み出て香るあの人の雰囲氣は

座と 座の根

調べる対象者のおなまえ さん

3

1

2
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春グループ

牡羊座
♈

春グループ

牡牛座
♉

春グループ

双子座
♊

夏グループ

かに座
♋

夏グループ

獅子座
♌

夏グループ

乙女座
♍

そのほか暖色系の
パステルカラー各色

そのほか寒色系の
パステルカラー各色

ASCが
獅子座の場合は
太陽星座の
カラー

ゴールド系
や

ラメ入り

花柄

ストライプ

草花柄

小花柄

ざっくり編み
サマーニット系

差し色や
バック等
小物

差し色や
バック等
小物

差し色や
バック等
小物

差し色や
バック等
小物

草花柄

革ジャン
なら
茶系可

実践編切り取り用色見本 ＊通常の星座ではなく必ず「イメージカルテ」のページをご参照ください ©GimaHaruna星の魔法学校original contents 



秋グループ

天秤座
♎

秋グループ

さそり座
♏

秋グループ

射手座
♐

冬グループ

山羊座
♑

冬グループ

水瓶座
♒

冬グループ

魚 座
♓

カーキーや
迷彩色系の色

光沢感のある
ラベンダーグレー

杢グレー系

銀杏やもみじ
などの紅葉色

透かし彫り
のある

黑のシースルー
千鳥格子

ターコイズブルー

ボーダー柄

マリン調

リボンモチーフ

大胆花柄サイケ柄

銀糸入り オーガンジー シフォン
レース

ボルドー系の
ベルベット生地

格子柄
ウール生地

ベルベット
生地

実践編切り取り用色見本 ＊通常の星座ではなく必ず「イメージカルテ」のページをご参照ください ©GimaHaruna星の魔法学校original contents 

そのほか
スモーキーカラー

各色

深い緑系の
ベルベット生地

タータン
チェック



月

太陽系の１０天体とリンクしているエネルギーの
実践編用 切り取りワンポイントカラー

木星

太陽

水星

金星

火星

土星

天王星

海王星

冥王星

ムーンストーン（石）

シャイニーゴールド

ミントカラー ミントブルー

マゼンタ ピンク

赤系（分量を多くしすぎないこと）

明るいベージュ系

紺

メタリックカラー

全体的に黒が映える

ラベンダー 薄紫

©GimaHaruna星の魔法学校original contents

実践編 切り取り用色見本

アクセサリー・ネイル・差し色・小物類に取り入れたいワンポイントカラー（木星 土星 冥王星はワンポイント以外に全身にも可）



イメージカルテや
カラーマトリックスをもとに
メイクや髪型を書き込んでみよう♪

星々の輝きがうつしだすわたしの姿
《実践編用》



切り取り用色見本を切り取って合わせ
イメージカルテや
カラーマトリックスをもとに
まとう服装を書き込んでみよう♪

星々の輝きがうつしだすわたしの姿
《実践編用》



MCの星座
公の場でのわたしの顔は

座の花

MCに重なっている
天体もチェック

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

ASCに重なっている
天体もチェック

MCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの前後５度程度の天体で
一番近いもののみ採用

人によってここに天体がある場合と
無い場合場があります

ASCの星座
基本的なわたしの姿は

座の幹

星々の輝きがうつしだすわたしの姿 イメージカルテ

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像は↓

・ ・

・ ・
↑この天体とリンクしている人物像ーは↓

・ ・

ASCやMCを調べるには生年月日の他に出生時間と出生場所の入力が必要になるので注意が必要です

あなたのおなまえ さん
カラーマトリックスの身体的特徴以外

雰囲氣 / リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので身体的特徴と色見本以外を書き込みます

カラーマトリックスの全て

雰囲氣 / 身体的特徴 /リンクする背景
リンクカラー / アイテム / 質感 そのほか
が当てはまりますので色見本以外を全て書き込みます

カラーマトリックスの雰囲氣
が当てはまりますので雰囲氣のみ書き込みます

チャートルーラーとは
ASCの星座の守護星（ルーラー）のことです

ここではチャートルーラーがどの星座かを調べます
この星座が２つあるのは ASCが さそり座/水瓶座/魚座 のみです

２ハウス寄り
（あと５度で２ハウスに入る天体）

は含まない
人によってここに天体がある場合と

無い場合があります

１ハウスにすっぽり入っている
天体もチェック

3

チャートルーラーの星座
滲み出て香るわたしの雰囲氣は

座と 座の根

2

1
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