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はじめに 

 

  「四柱推命はじまりのテキスト」をダウンロードいただきありがとうございます。この

テキストは私が講師を務める２つの講座（「使う」四柱推命講座、鑑定師養成講座）の受講を

検討されている方、人生を前向きに生きたい方に向けて作成しました。メルマガと合わせて、

みなさまが有意義にこのテキストを使用されることを期待しております。 

 

四柱推命講座のコンセプト 

四柱推命講師 小森谷しょうへい 

 

 10 歳で 0 学運命鑑定を始め、その知識を留

学やマジシャンとしての活動に生かしてきま

した。しかし 0 学では説明できない運勢の波に

気が付き、31 歳で四柱推命を学び始めます。 

 2020 年春より四柱推命鳥海流の鑑定師、講

師となり、占い、マジック、語学の教室 

「スクールウィズ」を埼玉県川越市で開校。 

 自分の能力や経験を生かし人の背中を押し、

世界を明るくするお手伝いをしています。 

２． 背中を押すための占い 

決めつけるような占いはしません。怖い

ことも言いません。前向きに生きる人の為

の四柱推命を目指し、明るい言葉で占いを

使います。 

１． 暗記よりも想像することを重視 

星の成り立ちを理解し、キーワードから性

格や考え方、価値観を想像してゆきます。想

像することでご自身の解釈を持ち自分の言葉

で鑑定できるようになります。 
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１．「簡易鑑定」の使い方 

 

 一般社団法人日本占道協会が提供している「簡易鑑定」を使用します。下記 URL にアクセスし

て下さい。生年月日を入力するとあなたの“命式”が出力されます。その命式を元に開運をして

ゆきます。命式とはあなたが持つ星を示した表のことです。 

http://sendo.or.jp/ex/suimei/ 

または・・・ 

「日本占道協会」と検索し、トップ画

面にある「簡易鑑定」をクリック 

空亡 ９ページへ 
日柱の干支 ３ページへ 

通変星 

５ページへ 

十二運星 

７ページへ 



四柱推命はじまりのテキスト 

3 

© 2020 スクールウィズ & 四柱推命講師 小森谷しょうへい 

 

 

2．日柱の干支について 

 

 日柱の干支はその人が象徴される自然エネルギーが分かります。その自然エネルギー

の特徴を人の性格や個性に重ねて鑑定を進めます。まずは自然エネルギーのイメージを

膨らませることから始めましょう。 

甲（きのえ）、樹木 

樹木のイメージは？ 

・まっすぐ伸びる 

・ゆっくり成長する 

乙の人の特徴 

 周囲の人との調和を大事にし、チー

ムメイトと協力して目標を達成する

人です。人を大切にし、人と関わるこ

とで開運します。 

丙（ひのえ）、太陽 

太陽のイメージは？ 

・明るい 

・暑い 

丁（ひのと）、月 

 月のイメージは？ 

・夜の顔 

・満月、三日月 

戊（つちのえ）、山 

 山のイメージは？ 

・でかい 

・自然 

甲の人の特徴 

樹木の様にまっすぐ目標に向かっ

て頑張る人です。何事にも高い目標を

設定することで、地道に頑張り成功を

収めることができます。 

乙（きのと）、野花 

野花のイメージは？ 

・群れて咲く 

・キレイ 

丙の人の特徴 

前向きな性格でその場の空気を一層

明るするような人。エネルギーに満ち

溢れに目標に向かって努力できる。常

にポジティブでいること大事。 

丁の人の特徴 

 闇夜を照らすように洞察力が高く

常に環境を分析して慎重に行動する

人。気配りも上手で裏方やサポート役

に徹することで成功。 

戊の人の特徴 

 山の様に器が大きくおおらかな性格

で、誰からも好かれるような人。見栄を

を張らず常に自然体でいることで、夢を

実現するための協力者が増える。 

己（つちのと）、畑 

畑のイメージは？ 

・野菜 

・栄養 

己の人の特徴 

 人を育てる才能に富んだ人。学校の先

生はもちろん、後輩指導には己が適任で

す。土を肥やすように様々な知識や経験

を蓄えて魅力的な人になることが大切。 

イメージを人と重ねる 
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庚（かのえ）、鉄 

 鉄のイメージは？ 

・固い 

・溶ける 

壬（みずのえ）、海 

 海のイメージは？ 

・波 

・広い 

癸（みずのと）、雨 

 雨のイメージは？ 

・水たまり 

・川になる 

十干十二支のススメ 

 

 自然エネルギーは一人一人が必ず持っています。太陽の人なら「自分は太陽だ！」と

自分と自然エネルギーを重ねて生きていくことで「自分」を最大限発揮出るようになり

ます。日頃から自然を観察し、その特徴から人の性格をイメージするといいでしょう。 

有料講座の内容 

 

～「使う」四柱推命講座 初級 十干十二支編～ 

十干の解説をはじめ、十二支と合わせて知る十干の季節感をお伝えします。十干と十

二支を掛け合わせることでより具体的に鑑定できるようになります。最後にプロが実際

に使っている円推力を使って「使える」四柱推命を習得します。 

 

～鑑定師養成講座～ 

自然エネルギーの鑑定を実践レベルに落とし込んで解説します。その他、十二支を用

いてその人の人生のテーマを探ります。人生のテーマを意識しながら生きるだけで、人

格に厚みが出てより魅力的な人になりますよ。相性鑑定では恋愛/結婚の相性を数値化

する手法を解説します。 

庚の人の特徴 

人一倍頑固で自分の芯を持ちどん

な障碍も乗り越えられる強い人。適

度な頑固さは庚には必要な要素。ス

ピード感を持って行動すると良い。 

辛（かのと）、宝石 

宝石のイメージは？ 

・きらびやか 

・パワーストーン 

辛の人の特徴 

派手好きが多い。苦労の多い人生だ

が才能や魅力を持つ人。原石を研磨す

るように多くの試練を乗り越えるこ

とでより魅力的な人になる。 

壬の人の特徴 

 世間の流行に敏感で、世の中の波

にいち早く反応し順応できる人。幅

広い情報と知識、人脈を得てビジネ

スで大成功を収める人。 

癸の人の特徴 

 雨が水たまりや川を作るように地

道な努力が得意な人。一発逆転の大勝

負を仕掛けるよりも積み重ねや、継続

を意識して成功を収めるタイプ。 
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比肩（ひけん） 

 キーワードは「自分」。自分を

何よりも大切にするマイペー

スな人。「自分」第一主義な性格

を尊重してくれる仲間や環境

を探すことが人生のテーマ。 

劫財（ごうざい） 
 キーワードは「リーダーシッ

プ」。強い野心を持ち目標に向か

って邁進するエネルギーを持

つ。牽引力に優れチームワーク

を意識して目標達成を心掛けま

しょう。 

3．通変星について 

 

 通変星は 5 ジャンル、全 10 種類あります。一人の命式に全てのジャンルの星がある

ことが理想的ですが、そのような人は 100 人に 1 人と極めて稀です。自分にどのジャ

ンルが欠けているのか、どのジャンルが多いのかを知り才能や向き不向きを探ることが

出来ます。そして具体的な個性や生き方を 10 種類の星を元に判断しましょう。 

傷官（しょうかん） 
 キーワードは「繊細」。繊細な

心を持ち気配り心配りが得意

な人。手先の器用さを生かした

り、文化的な世界でこの星を生

かすと成功します。 

正財（せいざい） 
 キーワードは「地道」。真面目

で地道な努力を積み上げるこ

とが出来る人。その為周囲から

の信頼も厚く頼られがち。コツ

コツ貯金をしていくことで開

運する。 

 

偏財（へんざい） 
 キーワードは「人」。コミュニ

ケーションが上手で誰からも

好かれるような人。人脈を広げ

て応援してくれる人を増やす

ことで成功する。 

≪自立星≫ 自立心が強く、フリーランスや社長業に向く星 

≪遊星≫ 表現力に優れ、パフォーマー向きの星 

食神（しょくじん） 
 キーワードは「遊び」。おおら

かな性格で楽しいことが大好

き。全ての判断基準はワクワク

するかどうか。どんなに生活が

忙しくても楽しめる趣味を持

ちましょう。 

≪財星≫ お金と人脈に恵まれた星。 

ジャンル 

通変星 



四柱推命はじまりのテキスト 

6 

© 2020 スクールウィズ & 四柱推命講師 小森谷しょうへい 

 

  

偏官（へんかん） 
 キーワードは「競争」。バイタ

リティに溢れ目標の為に常に

動き回るような人。考えるより

も行動派で、失敗を恐れない度

胸で夢を追いかける。 

正官（せいかん） 
 キーワードは「枠」。秩序を守

り真面目で正義感が強い人。世

の為人の為に身を粉にするよ

うなタイプ。周囲の人への社会

貢献で開運する。 

偏印（へんいん） 
 キーワードは「アイディア」。

想像力に富みゼロから物事を

作り上げる才能を持つ。興味の

向くまま様々なことに挑戦す

ることで開運する。 

印綬（いんじゅ） 
 キーワードは「学問」。頭が良

く論理的な思考を持ち、学ぶこ

とが大好きな努力家。後輩の面

倒見もよい。幅広い知識を身に

着けることで開運する。 

通変星のススメ 

 

 私の流派では 5 つの通変星を算出します。その中で最も重要な星が「主星」です。主

星は月柱の蔵干通変星で２ｐの「簡易鑑定の使い方」では「正官」がある位置のことで

す。この主星はその人の価値観や物事の判断基準に強く影響を与えます。 

 通変星も十干十二支と同じように想像することが大切です。各通変星のキーワードの

イメージを膨らませることで鑑定しやすくなります。 

≪官星≫ ルールを重んじ、行動力に優れた星。 

≪印星≫ 地頭が良く、学ぶ意欲に溢れた星。 

有料講座の内容 

 

～「使う」四柱推命講座 上級 通変星編～ 

 四柱推命鑑定で最も難しい通変星をキーワードで学んでいただきます。また推命パラ

メーターを使用し通変星のバランスを可視化しながら鑑定する手法を習得します。 

 

～鑑定師養成講座～ 

 通変星の成り立ちをしっかり理解し、キーワードからイメージを膨らませることに重

きを置きます。各通変星のキーワードを理解したらそれぞれの恋愛観、結婚観、仕事観

を想像し自分の解釈を持ち、ご自身の言葉でアドバイスできるように訓練を行います。 

 また相談者との会話からどの星が生きて、どの星が死んでいるのかを判断する為に実

例を元に通変星を解説します。 
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４．十二運星について 

 

 十二運星はその人の性格や価値観を知ることが出来る他に、エネルギー量を測るため

の“ものさし”として鑑定に使います。このテキストでは性格や価値観に焦点を当て、

「十二運星のススメ」でエネルギーの解説をします。十二運星はライフサイクルと関連

しています。星と命を結び付けてイメージを膨らませると覚えやすくなります。 

胎児 
胎（たい）は生まれる前の胎児を象徴するように純粋で人を疑うことを知

りません。人に騙されることもありますが、それは胎の良さかもしれません。

そんな穢れの無さをいつまでも大切に生きることが大切です。 

赤ちゃん 
養（よう）は赤ちゃんのように誰からも愛される星です。特に年上の人と

の相性が良く幼少期は恵まれた環境で過ごすことが出来ます。赤ちゃんなの

で自立心は少し欠けています。自立/自活を意識して生きましょう。 

小学生 
長生（ちょうせい）は自分で考え判断できる年代を象徴しています。しっ

かり者が多く、周囲の人から頼られることが多いでしょう。他人からの信頼

を積み重ねること、それを裏切らないことが長生の生き方です。 

中学生 
沐浴（もくよく）は年頃の青少年のように自由を求める星です。ルールや

慣習にとらわれることない自由人です。環境の変化にも強いこの星は、一つ

の事/物/場所に固執せず移ろいながら生きると良いです。 

成人 
冠帯(かんたい)は社会に飛び出す年代を象徴します。コミュニケーショ

ン能力が非常に高く、どんな人にも分け隔てなく関わることが出来ます。そ

んな能力を活かして、人脈を広げて応援してくれる人を増やしましょう。 

壮年 
建禄(けんろく)は働き盛りの年代を象徴します。家庭を守るように堅実

で地道な努力が得意です。チャレンジ精神は少なめですが、ブルドーザーの

様な力強さを意識して着実に成功に近づきましょう。 

ライフサイクル 

十二運星 
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頭領 
帝旺（ていおう）はリーダーシップに優れ牽引力がある星です。十二運星

の中で最もエネルギーに溢れ、仕事もプライベートも一生懸命取り組む人で

す。エネルギーをコントロールするためにもスポーツをおススメします。 

老中 
衰（すい）は経験値が高く判断力に優れた星です。頭で考えがちなので行

動力は控えめですが、ここぞという時に大きな決断を下せる肝を持っていま

す。人生の判断材料を増やすためにも様々な経験をすると良いでしょう。 

病人 
病（びょう）は病人が「元気になったら・・・」と夢見るように想像力に富

んだ星です。クリエイティブ系の仕事をしている人には大きな助けとなるで

しょう。想像を現実にする実行力を養うように行動しましょう。 

死人 
死（し）は人並外れた直感を持つ星です。理屈や感情で動かされるような

タイプではなく、何かに導かれるように人生を決めます。人間関係で苦労す

ることもある星ですが、自分の勘を信じて生きてゆきましょう。 

墓（ぼ）は一人で暗いお墓の中にいる様子を表しています。人一倍寂しが

り屋で孤独感を感じやすい性格です。その為人といる時間を何よりも大切に

します。そんな性格を上手に生かして友達の多い人生を目指しましょう。 

墓の中 

魂 
絶（ぜつ）は魂の状態を象徴しています。魂がフワフワ漂うように気持ち

や考え方が移ろいやすく、生活もあまり安定しません。そんな絶は芸能界の

様な変化の多い環境が向いています。安定を求めないことが生きるコツです。 

十二運星のススメ 

 

 命式に現れる十二運星の真下に数字がありますね（1～12）。これが運勢エネルギー

と呼ばれるものです。この合計値（3～36）の大小で生まれ持ったエネルギーを知るこ

とが出来ます。合計値が 36 に近いほど行動的で「動いて稼ぐ」仕事に向く人です。一

方 3 に近いほど研究者や作家など頭や手先を使う仕事に向きます。 
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有料講座の内容 

 

～「使う」四柱推命講座～ 

十二運星を解説する講座のご用意はありません。鑑定師養成講座を受講ください。 

 

～鑑定士養成講座～ 

 十二運星は奥が深くじっくり学びたいテーマです。この講座では一つ一つの星を多角

的に鑑定できるように各星の「特徴」、「意識すべきこと」、「注意すべき事」を明示し、

実践的な内容を学習していただきます。その上で年代別に十二運星がどう生活に影響を

及ぼすのかを想像してゆきます。その他、裏星（うらぼし）と呼ばれる十二運星ならで

はの開運手段をご紹介します。 

５．空亡について 

 

 空亡とは運気の「穴」を意味しています。そして人はみな何かしらの穴、即ち欠けて

いる部分があり、それぞれの空亡に性格や生き方の傾向があります。このテキストでは、

そんな空亡を使った相性占いを解説します。 

子丑 

寅卯 

辰巳 

午未 

申酉 

戌亥 

6 種類の空亡 

「天中殺」の上の段を鑑定します。 

簡易鑑定の画面 
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≪意気投合しやすい相性≫ 
 同じ空亡同士（例：子丑＆子丑）だと意気投合しやすいが長期的な関係には向

いていないと言われています。同じ空亡ということは同じものが欠けているとい

うことになります。だから意気投合しやすい、しかし似た者同士だから長い付き

合いをするには距離感や付き合い方に工夫が必要なのです。 

≪長い付き合いに向く相性≫ 
 前のページの図で向かい合っている空亡同士（例：寅卯＆申酉）は長い付き合

いに向くと言われています。自分の欠けているものをその相手が持っているから

補い合うことが出来るのです。しかし自分とは真逆のタイプの人ということもあ

り、仲良くなるには時間が必要です。 

空亡のススメ 

 

  空亡とは虚無、穴、欠如を表しています。即ち人はみな不完全であるということな

のです。完璧な人間はいない・・・私たちはそれを前提に人付き合いをするべきなのか

もしれません。 

空亡は大変奥が深く、相性や性格だけでなく細かな運勢を知ることが出来ます。ま

たこの空亡だけで成立させている占いもあるほどです（0 学が代表例）。ぜひ時間をかけ

て学んでいただきたいテーマです。 

有料講座の内容 

 

～「使う」四柱推命講座 中級 空亡、運勢編～ 

空亡を元に空亡の性格や生き方の傾向を解説します。何が欠如し何を求めて生きてい

るかを知るきっかけになるでしょう。また空亡で行う運勢鑑定を解説します。空亡とは

運勢の冬でその後に春、夏、秋が巡ります。自分の運勢の季節を知り、今何をすべきか

を知りましょう。 

 

～鑑定士養成講座～ 

運勢、運命中殺、宿命中殺を主に取り上げて解説します。 

運勢と運命中殺では、運勢の春夏秋冬を 12 分割しそれぞれの運勢の傾向を解説しま

す。１２種類の運勢の時期を理解することで、結婚や離婚、転職や起業など人生の節目

となる様な行動をとるにはいつが相応しいかを判断できるようになります。 

 宿命中殺とは生まれ持った凶運のこと。運勢に左右されず常に運気が不安定な状態が

続きます。４種類の宿命中殺を解説し凶運を最低限に抑制するための生き方や心構えを

お伝えします。 
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6．コンテンツの紹介 

 

 四柱推命は様々な場面で役立つ最強のツールです。そんな四柱推命を生活の一部に取

り入れてみませんか。ここでは私がご提供する２つの講座と鑑定相談、そして（一社）

日本占道協会が提供するコンテンツをご紹介します。 

学ぶ 

  本格的に四柱推命を学ばれた

い方、プロの鑑定師を目指したい方

向けの講座です。四柱推命の基礎、

応用、実践的なノウハウの全てを 6

回の講座（各回 90 分）で学びます。

胸を張って身近な人に、大切なお客

様にアドバイスできるようになり

ます。 

講座を修了すると（一社）日本

占道協会が提供するコンテンツを

実際に利用して働くことができま

す。四柱推命講師の足掛かりにも！ 

 

料金：275,000 円 

内容：7 テーマ（詳しくは HP へ） 

受講形式：対面（リモート OK） 

  「分かりやすく、使いやすく」を 

モットーにご用意した講座になります。

全ての講座にワークシートをご用意し

てあるのでインプットした情報をすぐ

にアウトプットできる。だから「使う」

四柱推命講座なのです！ 

 

初級 十干十二支編（50 分）6,600 円 

中級 空亡、運勢編（90 分）11,000 円 

上級 通変星編（90 分）11,000 円 

FTP 会員価格もあります。 

 

受講後に鑑定師養成講座に進む場合、既

にお支払い頂いた分だけお値引きいた

します。 

季節で捉える運勢と人生のテーマ 

円推力 

≪鑑定師養成講座≫ 

≪「使う」四柱推命講座≫ 

全ての星、干支を深堀します 相性鑑定で分かる 16 のこと 

プロ仕様の鑑定書を使いこなせる 

講座終了後もしっかりフォローします！ 

推命パラメーター 



四柱推命はじまりのテキスト 

12 

© 2020 スクールウィズ & 四柱推命講師 小森谷しょうへい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （一社）日本占道協会と婚活パーティ

ーブランドの「プレミアムステイタス」が

共同で運営する結婚マッチングサービス

です。四柱推命鑑定師がアドバイザーと

なり相性と条件を重視した異性を紹介し

ます。ご入会には条件と面談があります。 

 

料金：当面の間無料（通常 3,300 円/月） 

入会金・成婚料なし 

  より明るい未来を目指して行動を

起こしたい方に向けたサービスです。四

柱推命を中心に様々な手法を使って鑑

定を行います。仕事や結婚のお悩みはも

ちろん、今後の運勢について知りたい方

もご利用ください。 

 

料金：30 分 5,000 円～ 

リモート OK 

≪お問い合わせ≫ 

LINE 公式 問い合わせフォーム 

スクールウィズ 四柱推命 

↑ネットからまたはメールでも↓OK 

知る 

結婚 

≪鑑定相談≫ 

≪ブライダルシップ≫ 

info@schoolwis.com 
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おわりに 

 

 「四柱推命はじまりのテキスト」はいかがでしたか？数多くいる占い師の中から私の

ウェブサイト、テキストに辿り着いてくださりありがとうございます。冒頭でもお伝え

した通り、私の占いのコンセプトは「想像すること」と「決めつけずに背中を押すこと」

です。このテキストを通して、そんなコンセプトがみなさんに伝わるように気持ちを込

めて作成しました。 

みなさんの人生がより明るくなる小さなきっかけになれば幸いです。 

おねがい 

 

  このテキストを気に入っていただけましら、SNS などでシェアしていただけますと

幸いです。下記 URL と一緒にシェアしてくださった方にはここぞという時に役に立つ

運勢カレンダーを 2 か月分プレゼントしています。ぜひご活用ください。 

 

【プレゼント詳細】 

１） テキストの感想＆下記 URL を SNS でシェア 

２） シェアした画面をスクショして LINE 公式やメールで送付してください。 

（生年月日も忘れずにご連絡ください！！） 

 

シェア用 URL 

https://shohei-astrology.com/freetext/ 

 
運勢カレンダー見本 運勢の見方 

（ブログにも詳しく解説があります） 


