
BASIC	１
天と地をむすぶ星読み
全ての人の中にある１２の星座

BASIC	２
自分と仲良くなる
男性星と女性星のつなぎかた

月→水星→太陽
３つの天体から学ぶ男性性と女性性

BASIC	３
相手と仲良くなる
セルフコミニケーションと対人コミュニケーション

水星をコミュニケーションの切り口に使う

恋愛の星 金星と火星
パートナーシップの星 月と太陽を読む

ホロスコープ入門講座



BASIC １ （３時間） 基本販売価格 12,000円
場所代や飲食代をプラスしたり、モニター価格として値下げしてもかまいません

その場合は例えば（場所代込み）や（12,000円のところモニター価格につき〇〇円）
などをお客さまに表示してください♪

コンテンツ & 資料使用料として一冊当たり講座費用の５％（１２００円）を
星の魔法学校にお支払いくださいm(_ _)m

資料は、どこにいても使えるようPDFでチャットワークの概要欄に貼っておきますが
希望があればプラス200円で星の魔法学校でプリントアウト&製本します(^ ̂ )

BASIC ２ （２時間） 基本販売価格 6,000円

BASIC ３ （２時間） 基本販売価格 6,000円

合計価格24,000円

ホロスコープ入門講座

星の魔法学校認定星読み士 ホロスコープ入門講座 オリジナルコンテンツ 星の子メンバー用ページ

開催資格：星の魔法学校認定星読み士であること



時間割の例

40分間：それぞれの自己紹介・他己紹介インタビュー等
２回目の[BASIC２] からは、空白期間、課題に取り組んでの出来事などのシェアタイム
BASIC１，２，３，をセットで連続して行う場合は質問コーナーや雑談タイムなどにあてる

・講師自己紹介
・それぞれの自己紹介or 他己紹介（資料を使ったインタビューしながら紹介形式がオススメです） など

人数が多い場合の他己紹介のやり方
時間を決めて（参加人数によって調整する）お互いを紹介するためのインタビューをしてもらいます。
２名ずつペアになってインタビューしてもらった後にそれぞれ相手のことを紹介（発表）してもらいます。

65分間：講座前半開始
[BASIC１] 前半進め方の例
ホロスコープの仕組み：宇宙の中のどこで、自分が生まれ、暮らしているのかを認識する
天体をインプット ：１０天体が人間の「意識」とどのように結びついているのか？
１２星座をインプット：全ての人の中にある１２星座 成長の螺旋ステップ（←ここがメインになります）

‥‥命を受け継ぐワーク瞑想‥‥１２星座との結びつきを体感する‥‥

休憩に入る前に「後半はいよいよご自身のホロスコープを読み解いていきます♪」等内容を解説すると
ワクワク感が高まって良い♪

10分間：休憩

40分間：講座後半開始
[BASIC１] 後半進め方の例
「さて、前半では、全ての人の中にある１２星座の成長段階をみてきました。次は、そのどこに自分のテーマ
があるのかをみていってみましょう～♪」

ポイント：可能であれば参加者全員のチャートをそれぞれに配布する（個人情報流出が無いよう約束してもらうこと）。

それぞれの天体が象徴することを改めて解説（螺旋の図を見ながら）
チャートの出し方レクチャー（ご自身のスマホ等でチャートを出してもらい螺旋の図に書き込む）
組み合わせ方を教える（まずは天体×星座を重点的に。 それがどんな環境で？は次回ハウスで見る）
組み合わせを自身で読み解いてもらう（皆の前で、自分や人の組み合わせを読み解き発言してもらう）

20分間：それぞれ「講座を受けてみてどうでしたか？」
感想シェアタイム
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[BASIC２] 前半進め方の例

愛し愛される男性性と女性性のあり方 人生をクリエイトする最初の③つのステップ
月が根っこ 太陽が幹 ポイント：「月星座の自分を許可する」という課題を各自に出す

[BASIC２] 後半進め方の例

ハウスの解説をし（6ページ）
前回螺旋の図に書き込んだ天体×星座とハウス（それがどんな環境で？）を組み合わせて見る
組み合わせを各自発表（月太陽水星をメインに時間があれば金星火星木星土星‥‥と臨機応変に）

[BASIC３] 前半進め方の例

パートナーシップには「愛し愛される男性性と女性性のあり方」で学んだ③つのステップが投影される
相手のチャートを各自スマホ等で出してもらい②枚目の螺旋の図に書き込んでもらう

[BASIC３] 後半進め方の例

水星のエレメントからコミュニケーションの切り口を知る
螺旋の図①枚目と②枚目のピンクの部分を一緒に読み解いていく
ポイント：受講生にも組み合わせからイメージしてもらいそれを発声（発言）する機会を持ってもらう



ペアワーク
自己紹介or他己紹介のためのインタビュー
＊この質問シートを交換しあって相手からインタビューしてもらいます♪
＊インタビューする際には、相手の声のトーンやリズムに合わせるよう意識してください^ ̂

Q：今日はどこから来ましたか

Q：なんて呼ばれていますか あるいはなんて呼ばれたいですか

Q：〇〇さんが現在の生活の中心にしているのはどんな事柄ですか

Q：〇〇さんはどのようにしてこの講座を知りましたか

Q：〇〇さんは何を手に入れたくて受講を決めましたか

Q：手に入れてどうなりたいですか

Q：〇〇さんが人と接する上で「いちばんたいせつにしていること」
あるいは「いちばん大事にしていること」は何ですか？
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Q：では次に（最近、あるいは人生の中で）一番嬉しかった！
と思う場面を思い出してください。

インタビューのポイント

その嬉しかった場面を、相手が臨場感を持って思い出せるように
あなたも相手とともにその場面をイメージし描き出せるよう質問します。

質問例 ・何が見える？・何が聞こえる？・どんな感覚？・寒い？暑い？等

相手のエネルギーが高まったところを観察し感情に触れる問いを入れる。
質問例 ・そのときどんな気持ちだったの・〇〇さんの中で何が起こっているの

・その瞬間どんなことを感じていたの 等

鍵になるのはその “ 嬉しかった場面 ” で相手が
どんな感情を手に入れたのか？ なぜ嬉しかったのか？というところ♪

質問例 「それは嬉しかったですよね～♪ では、嬉しかった、なぜならば‥‥
と続けると？」など

十分に聴き出せたら

Q：ところで〇〇さん、そういった体験を振り返ってみて、これから
人と接するときは何をたいせつに（大事に）していきたいと思う？

この答えは、これからの人生に喜びをもたらすリソースとなります。
それをみんなの前（自己紹介型 or 他己紹介型）で紹介しましょう(^ ̂ )
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牡牛座
ルーラーは金星

双子座
ルーラーは水星

牡羊座
ルーラーは火星

かに座
ルーラーは月

獅子座
ルーラーは太陽

乙女座
ルーラーは水星

天秤座
ルーラーは金星

さそり座
ルーラーは冥王星

射手座
ルーラーは木星

山羊座
ルーラーは土星

水瓶座
ルーラーは天王星

魚座
ルーラーは海王星
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ホロスコープの仕組み 12星座と10天体
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月
太陽
水星
金星
火星
木星
土星
天王星
海王星
冥王星

グレートウォールあるいは銀河フィラメントの中の
↓
ラニケア超銀河団の中のうちの一つ
↓
乙女座超銀河団のはじっこにある
↓
局部銀河群の中の
↓
（ 銀河 別名 ）の中の
↓
オリオンアーム
（ 銀河の渦のうちの一つ）の中のうち
↓
太陽を中心に回転する太陽系‥‥の中の

星読で主に使う天体は‥‥

地球は丸い図の
中心にあることになっているので
チャート上には特に表示されません♪

獅子座

乙女座
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座：太陽
座：水星
座：金星
座：火星

座：木星

座：天王星
（土星）

月 ： 座
水星 ： 座
金星 ： 座
冥王星： 座
（火星）
海王星： 座
（木星）
土星 ： 座

ルーラー相対表
男性星座 女性星座

牡牛座

双子座

牡羊座

かに座

獅子座

乙女座

天秤座

さそり座

射手座山羊座

水瓶座

魚座
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地球

獅子座

乙女座

月

太陽

水星

金星

冥王星

木星土星

天王星

海王星

火星

水星

金星

星座とルーラー（守護星）
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書き込んでみよう♪



月 ：

太陽：

水星：

金星：

火星：

木星：

土星：

天王星：

海王星：

冥王星：

月
太陽
水星
金星
火星
木星
土星
天王星
海王星
冥王星

（ ）天体

人々の意識と天体の結びつき

（ ）天体

（ ）天体
（ ・ ）

（ ）意識

（ ）意識

（ ）意識

１０天体と意識を結びつける
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天体（人々の意識）と地球社会の結びつき



牡牛座

双子座

牡羊座

かに座

獅子座

乙女座

天秤座

蠍座

射手座山羊座

水瓶座

魚座
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全ての人の中にある１２の星座 成長の螺旋ステップ

地球

獅子座

乙女座

魚座
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男性星座
女性星座

２区分

不動宮
柔軟宮

始める 牡羊座かに座天秤座山羊座

続ける 牡牛座獅子座 蠍座 水瓶座

変化する 双子座乙女座射手座 魚座

活動宮
３区分 クオリティ

４区分 エレメント
火

水
風
地

情熱 直感肯定的牡羊座獅子座射手座

経験物質現実的牡牛座乙女座山羊座

情報関係論理的双子座天秤座水瓶座

感情共感情緒的かに座 蠍座 魚座

（男性星座）

（男性星座）

（女性星座）

（女性星座）



https://youtu.be/Qds9NbxGsS0

＊このページは相手の資料に表示されません。講師用です。

解説（ゆっくりはっきりと読み上げます）

さて、ここまで、宇宙と自分自身のつながりを学んできました。

宇宙から地球上、あるいは、あの世からこの世に生まれる「命」の始まりの段階から
螺旋が描（えが）かれる様子を「１２星座成長の螺旋ステップ」では学びました。

命は、先祖から先祖へと受け継がれてきたという 真実（しんじつ）が あります。

地球上に存在する誰もが
１２星座の一番最初である牡羊座の段階をくぐり抜けてきた‥‥つまり
自分が「今、ここに、生きている」ということは

それまでに、命のリレーが 途切れることなく営（いとな）まれてきたからです。

これから、その真実、「命が受け継がれてきて、いま、わたしはここにいる」
という「命の尊厳を肯定する」牡羊座の段階を体感するワークを行います。

それは

命のリレーが 途切れることなく営（いとな）まれてきた真実を受け取る、、、
という５分程度の、やわらかく、あたたかい、瞑想のワークです。

たとえば、自分の母親に嫌な感情があったとしても、ここでは
それを超（こ）えた、概念（がいねん）として「命」を扱います。

では、楽な姿勢で‥‥軽く目を閉じて、しばらく呼吸に意識を向けてください。

ここで、講師はリラックスできる音楽を流します。
←オススメのYouTube はこちら♪
（チャットワーク概要欄にもリンクが貼ってあります）

音楽を流し
講師自身も、ゆったりとした呼吸をこころがけます

講師は、やわらかい放物線で、自分の眉間と
相手の（みんなの）眉間がつながっている
リバースをイメージします

イメージできたら次に進みましょう
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・文章の中にある点はゆっくり区切って
・行間には間を空けて
・太字部分は少し声のトーンを変えて

ゆっくり、はっきり、リバースを意識しながら読み上げます。

命を受け継ぐワーク瞑想誘導文の例

さて‥‥あなたの前に、あなたを生んでくれたお母さんがいます。

その後ろには、お母さんを生んだおばあちゃん
その後ろには、おばあちゃんのお母さん
その後ろには、そのまたお母さん‥‥

そのまた後ろには そのお母さんを生んだお母さんが
ずーーーーーーーーーーっと‥‥並んでいます。

あなたの命はそうやって、途切れることなく受け継がれてきました。
あなたの後ろにも、あなたが受け継いでいく命が続いています。

そうやって、途切れることなく、代々、受け継がれてきた命を受け取り
いま、ここに、います。

それは、真実です。

目の前のお母さんに対していろいろな感情が浮かぶかもしれませんが

命を受け取ったこと、、、そして
それが 引き継がれてきたものであることは

真実です。

あなたは、今、その真実を受け取っています。

その途切れない命のエネルギーを、身体中に感じてみてください。

ゆっくり、はっきり、リバースを意識しながら読
み上げます。
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それでは、、、引き継がれてきた命に敬意を払う意味をこめて
イメージの中で 目の前のお母さんに 軽くおじぎをしましょう。

そして、心の中でこうつぶやいてみてください。

わたしは この命を 受け取ります （わたしはこの命を受け取ります）
責任を持って 幸せな人生を送ります （責任を持って幸せな人生を送ります）

あなたの命は、そうやって、代々途切れることなく、受け継がれてきました。

あなたの後ろにも、あなたが受け継いでいく命がつづいています。

受け継いでいく命に向かって、心の中で、こうつぶやいてみてください。

これは 命です （これは命です）
あなたに この命を受け継ぎます （あなたにこの命を受け継ぎます）

あなたから受け継がれた命は、こう、つぶやきました。

わたしは この命を受け取ります。 責任を持って 幸せな人生を送ります。

この命は、そうやって、代々途切れることなく、受け継がれてきました。

あなたはこうして、途切れることなく受け継がれてきた命を受け取り
いま、、、ここに、います。

‥‥‥‥ では、あなたのタイミングで、ゆっくり目を開けて
この場所に戻ってきてください。
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全員が目を開けて一呼吸おいたら、「はい」と瞑想終了の合図を送ります。

瞑想後は、温かい飲み物や水を飲むようススメて、少しゆっくりした時間を
取るようにします。

例「はい。‥‥‥‥どうでしたか(^｡^)
みなさん、温かい飲み物やお水などを飲んで少し休憩しましょう♪」



牡牛座

双子座

牡羊座

かに座

獅子座

乙女座

天秤座

蠍座

射手座山羊座

水瓶座

魚座
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地球上での活動領域 ハウス に見る１２の環境

地球
西の地平線東の地平線

MC
南中点

北中点

Memorandum
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ASC



愛し愛される男性性と女性性のあり方
人生をクリエイトする最初の３つのステップ

① 月（ 性）
快・不快＝身体感覚の傾向

② 水星
感覚を言語化し伝令する
コミュニケーションの傾向
（つなぐ役割）

③ 太陽（ 性）

目的を達成する能力の傾向

至MC 目標達成
月の感覚を水星が太陽に伝え

太陽が叶える
積み重ねるごとに

自己信頼感がUPする♪

太陽（ 性）だけだと？ 月（ 性）だけだと？
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男性性
陽のチカラ 直線的

外側に押し出して表現する

女性性
陰のチカラ ゆらぎ

内側に受け入れて感じる
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月星座の自分

を ゆるします

自己実践課題



MC《目的》
（ ）座の方向へ人生は向かっていく

水星 《言葉・知性》
コミュニケーションは（ ）座型
知性が発揮される環境は（ ）ハウス

月 《無意識・私の心》
素のわたしは（ ）座の氣分
安心するシチュエーションは（ ）ハウス

金星 《愛・美・喜び》
好きなことは（ ）座的なこと
楽しいシチュエーションは（ ）ハウス

火星 《意欲・行動・怒り》
意欲を燃やすポイントは（ ）座
火種になる環境は（ ）ハウス

土星 《時間をかけ取り組む課題》
苦手意識があるテーマは（ ）座
人生の課題となる
シチュエーションは（ ）ハウス

海王星《夢・理想》
ロマンを感じるのは（ ）座的なこと
インスピレーションポイントは（ ）ハウス

天王星《古いものを新しくする》
（ ）座世代的な改革意識
変化がおきるポイントは（ ）ハウス

太陽《意志・公》
目的に向かう能力は（ ）座
人生が輝くシチュエーションは（ ）ハウス

冥王星《破壊と再生》
根底にある世代的集合無意識は（ ）座
人生の宝が埋まっている可能性のあるシチュエーションは（ ）ハウス

木星 《拡大・価値・財運》
善いとこだと重きを置いている
価値感は（ ）座的な事
人生を拡大する
シチュエーションは（ ）ハウス

愛し愛されるあなたの男性性と女性性のあり方

金星の星座に見る：恋愛パターンは‥‥

金星の星座に見る：好みの女性のタイプは‥‥

月星座に見る：妻に求めがちなのは‥‥

火星の星座に見る：アプローチの傾向は‥‥

火星の星座に見る：好みの男性のタイプは‥‥

太陽星座に見る：夫に求めがちなのは‥‥

ASC：無意識の私の姿は（ ）座っぽい♪
わたしのチャートルーラー＝主星は（ ）星
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MC《目的》
（ ）座の方向へ人生は向かっていく

水星 《言葉・知性》
コミュニケーションは（ ）座型
知性が発揮される環境は（ ）ハウス

月 《無意識・私の心》
素のわたしは（ ）座の氣分
安心するシチュエーションは（ ）ハウス

金星 《愛・美・喜び》
好きなことは（ ）座的なこと
楽しいシチュエーションは（ ）ハウス

火星 《意欲・行動・怒り》
意欲を燃やすポイントは（ ）座
火種になる環境は（ ）ハウス

土星 《時間をかけ取り組む課題》
苦手意識があるテーマは（ ）座
人生の課題となる
シチュエーションは（ ）ハウス

海王星《夢・理想》
ロマンを感じるのは（ ）座的なこと
インスピレーションポイントは（ ）ハウス

天王星《古いものを新しくする》
（ ）座世代的な改革意識
変化がおきるポイントは（ ）ハウス

太陽《意志・公》
目的に向かう能力は（ ）座
人生が輝くシチュエーションは（ ）ハウス

冥王星《破壊と再生》
根底にある世代的集合無意識は（ ）座
人生の宝が埋まっている可能性のあるシチュエーションは（ ）ハウス

木星 《拡大・価値・財運》
善いとこだと重きを置いている
価値感は（ ）座的な事
人生を拡大する
シチュエーションは（ ）ハウス

相手と仲良くなるヒントを星にみてみよう

金星の星座に見る：恋愛パターンは‥‥

金星の星座に見る：好みの女性のタイプは‥‥

月星座に見る：妻に求めがちなのは‥‥

火星の星座に見る：アプローチの傾向は‥‥

火星の星座に見る：好みの男性のタイプは‥‥

太陽星座に見る：夫に求めがちなのは‥‥

ASC：無意識の私の姿は（ ）座っぽい♪
わたしのチャートルーラー＝主星は（ ）星
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星の魔法学校認定星読み士ホロスコープ入門講座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
一切の責任を負わないことをご了承願います 2018年11月儀間春奈

Memorandum


