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この度は四柱推命鑑定師しょうへいの鑑定書をご購入いただ
き誠にありがとうございます。

四柱推命は中国発祥の自然哲学である「陰陽五行説」が基に
なった占術です。私はこの占術で未来を“当てる”様なことは
しません。自然哲学だからこそあなたの自然体、即ち「あなた
らしさ」を探る術として使用します。この鑑定書を読んでピン
とこない点もあるかもしれません。納得できないこともあるか
もしれません。その際は一瞬だけ謙虚に私の言葉を受け取り
「そんな自分もいるのかもしれない」とお考えいただけました
ら幸いです。

本来ならば直接お話を伺い必要な言葉を紡ぎお届けしたいと
ころではありますが、今回は鑑定書と言う形で私の言葉をお届
けしたいと思います。この鑑定書があなたのこれからの人生の
道しるべとなることを願っております。

はじめに

1.自然エネルギーと“開運の万能薬”
“あなた”を象徴する自然エネルギーから「らしさ」と
自分を強くするための開運方法を鑑定します。

2.円推力
生まれた年・月・日のバランスで社会との繋がり方を鑑
定します。対人関係や仕事選びのヒントになるはずです。

3.「自分」の活かし方と補い方
通変星（つうへんせい）と呼ばれる星のバランスを鑑定
し自分の活かし方や補い方を鑑定します。

4.これからの運気の特徴と過ごし方
12年周期で巡る運気を鑑定します。１年ごとの運気の特
徴から過ごし方を探ります

5. 10年毎のテーマと人生の節目
人生の節目と10年間のテーマを鑑定します。長期的なラ
イフプランを考える参考にどうぞ！

6.人生のチャンスと危機
独自のサイクルで巡る様々な運気を鑑定します。人生最
大のチャンスの活かし方や危機の乗り越え方をお伝えし
ます。
＊今年から20年分

鑑定書もくじ

私が鑑定します！

四柱推命鑑定師しょうへい
「自分」を最大限に発揮するがモットー

占い師の母を持ち幼少期より自分の運勢や
相性を自ら鑑定してきた。2020年に四柱推命と
運命的な出会いを果たし鑑定師、講師として活動を始める。

他にマジシャン、日中英語通訳、宅建士の顔を持つ。
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四柱推命では人を自然エネルギーに例えて「自分らしさ」を探ります。その自然エネルギーらしくいられる環境や人間関係を大切にし
「自分」を最大限に発揮することを目指しましょう。また「自分」を支える自然エネルギーから“開運の万能薬”を探ります。日々の過ご
し方のテーマに、迷った時の判断基準に使ってください。

１．自然エネルギーと開運の万能薬
十干十二支

あなたを象徴する自然エネルギーは「宝石」です。

輝く宝石の如く派手好きで煌びやかな世界に向きます。例え地味な生活やお仕事でも高い美
意識を持ち、またその美意識の高さから強いこだわりの持ち主かもしれません。お仕事では
ファッションや美容など「美しさ」を求める業界に向き、私生活ではインテリアなどで持ち前
のセンスを活かせると良いでしょう。

さて宝石は生まれながらに輝いているわけではございません。原石を研磨した結果輝いてい
ることを忘れないでください。宝石の人は人生における研磨、即ち試練が人一倍多い傾向にあ
ります。その試練を１つ１つ乗り越え、磨かれることでより輝く“宝石”になれるのです。試
練から逃げてばかりだといつまでたっても原石のままですよ！

沢山磨かれてより魅力的な人になることを目指しませんか。

あなたの“開運の万能薬”は「勉強・経験」です。

冬に土が栄養を蓄えるように“人生の栄養”を蓄えることであなたの支えがより強くなり開
運します。人生の栄養とは知識や知恵、経験と言うことです。常に新しいことを学び、経験す
るための好奇心を持ち続けることであなたの運気が安定し、より魅力的な人になれるでしょう。
今、あなたが抱く興味はなんですか？今度の休みに始めて見ませんか？

好奇心を失う、視野が狭くなり考え方に偏りが生じると運気が急降下することを心に留めて
おいてください。言葉を変えれば好奇心に満ちた目や広い視野を持つことが「あなたらしさ」
なのかもしれません。
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生まれた年・月・日の自然エネルギーのバランスで作った三角形から社会との繋がり方を鑑定します。三角形の大きさが社会と繋がる間
口だとイメージし、仕事はもちろん交友関係を考えるきっかけにお使いください。

２．社会と繋がる間口
円推力

三角形の特徴：大きい
宿命エリア：月、太陽、大地

充分な大きさの三角形をお持ちです。それだけ社会と繋がる
間口が広いということです。この大きさを活かして積極的に人
と社会と関わる生活を目指すと良いでしょう。もし今の生活が
人と関わることが少ないようならもったいない限りです。週末
は友達を誘って食事を楽しむなど出来ることから三角形の大き
さを活かしてみませんか。

ただ推命パラメーター（次のページ）に「人脈」が無い事が
気になります。「人脈」は交友関係の広さはもちろんコミュニ
ケーションの上手さにも影響します。社会と繋がる間口は広い
のにコミュニケーションが苦手・・・と解釈できます。特段悩
みを抱えていないのなら良いのですが、もし思い当たる節があ
るのならば三角形の大きさに相応しく人と関わる工夫をして
日々を過ごしてください。

大きな三角形は３つの宿命エリアに跨っています。自分の足
りない能力を補う習得本能（月）、今の状態を守りたいと思う
守備本能（大地）を発揮しつつも、挑戦や試練に屈しない攻撃
本能（太陽）があるため、この３つのエリアの能力が連携し、
バランスよく世に出ていけるでしょう。
この三角形が唯一苦手とするのが自分の考えを人に伝えるこ
と（風）。先述したコミュニケーションを応援する星である
「人脈」が欠けていることから、発信や意思疎通には充分な注
意が必要かもしれません。

宿命エリア
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３．「自分」の活かし方と補い方
運勢パラメーター

通変星（つうへんせい）と呼ばれる星のバランスを鑑定し、「自分」の活かし方と補い方を探ります。通変星は全部で５ジャンルありパ
ラメーターは最大５色で構成される。色の数で一喜一憂せず持つ星を活かし無い星を補うことで人生を開拓してほしい。

自立心

遊び心

人 脈

行動力

知 性

「自分」の補い方

３つの通変星が欠けています。この場合補うことは考えず持っ
ている星に特化した生き方も環境によってはアリとなるでしょう。

• 「自立心」
→ 強い自分を持ちましょう。人生における優先順位を設
定し譲れない自分を持つことで補う。

• 「遊び心」
→ 休みの日は仕事を忘れ心を開放して遊びましょう。ダ
ンスやカラオケなど表現に関わる開放ができると尚良し。

• 「人 脈」
→ 誘われた飲み会は参加するなど積極的に人と関わるこ
と。映画鑑賞など１人で出来ることも友達を誘って！

０％

０％

０％

２０％

８０％

「自分」の活かし方

高い知性の持ち主です。自分の知識や経験を活かした生き方を
心がけると「自分」を上手に活かせそう。コンサル業や講師業な
どが活かし方の一例となります。その為にも多くを学び、経験す
ることが必要不可欠となります。先述の“開運の万能薬”や「宿
命エリアの月」にも通ずるところがありますので、必ず意識して
日々を過ごしてください。

この「知性」は母性に通ずるところがあります。他者に優しく
面倒見の良い性格です。困っている人が居たら自分を犠牲にして
でも手を差し伸べてしまうようなところがあるでしょう。そんな
誰でも受け入れる大きな器を大切にしてください。

活かし方の注意

注意すべきは頭で考えすぎて持ち前の「行動力」を活かしきれ
なくなることです。不要な心配をしてしまうなどあるかもしれま
せん。そんなご自身の特徴をしっかり認識し「考えない」工夫が
必要です。

母性もとても強いところがあり優しさも度が過ぎれば過保護や
お節介に化けることを心に留めてください。
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４．これからの運気の特徴とその過ごし方
１２運気

12年周期で巡る運気を鑑定します。１つ１つの運気に特徴があり、その特徴に合わせた過ごし方を心がけることであなた本来の運気を発
揮することを目指していただきます。またテーマでは１年を通して意識してほしいキーワードとその活かし方を鑑定します。

背
信 ゼ

ロ

清
算

開
拓

成
長

決
定

健
康

人
気

浮
遊

再
会

経
済

充
実

冬 春 夏 秋

↓12周期で巡る運気のサイクル（１年の切り替わりは２月の立春）

2023年は秋の３年目「充実」が巡ります。

運気は比較的安定し落ち着いた日々を過ごせるはずです。23年の

キーワードは「共有」で、直近で“収穫”したモノやコトを他
者と共有することをイメージしてください。例えば支えてくれた家
族や応援してくれた周囲の人と喜びを分かち合う、日々の感謝を伝
えるなどが相応しい過ごし方となります。この年の感謝が次へと繋
がることでしょう。

2024年から運気の冬に相当する天中殺が巡ります。天中殺は運気
が大きく乱れる為大きな行動は控える必要があります。もし現時点
で引っ越しや転職など“節目”を迎えようとしているならば2023年
の早いうちに行動し早々に落ち着くように心がけてください。

天中殺

2024年に向けた過ごし方

2024年には運気の冬に相当する天中殺が巡ります。その１

年目は人や運気に裏切られる「背信」が巡ります。「今ま
で通り」が通用しなくなり様々なトラブルが起こりうる時期
です。

そんな天中殺に向けて心がけていただきたいのがモノ・ヒ
ト・コトの断捨離です。不要なモノを捨てる断捨離、会いた
くない人と距離を取るヒトの断捨離、やる事を減らすコトの
断捨離・・・言葉を変えれば身軽になること言うことです。

さて天中殺は自分磨きのタイミングでもあります。資格や
ビジネススキルの取得など自分を高めることを意識して過ご
してみませんか？天中殺に入ったらすぐに取り組めるように
今後の展望を考えるなど自分磨きの方向性を探りましょう。
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６．人生のチャンスと危機
特殊な運気

10年間テーマを鑑定します。またそのテーマが切り替わる
タイミングは人生の節目と考え、大きな行動を起こすに相応
しい時期となるでしょう。

「４」の付く年齢で人生の節目を迎えます。

34歳になられた今正に人生の節目を迎えています。転職や結婚/
離婚など何か考えていることがあるのなら今行動に移すべきかもし
れません。2023年の後半は天中殺の影響を受け始めますので、やは
り早めの行動が肝となりそうです。もちろん、何も計画が無いのな
ら無理をして節目を作る必要はございません。その時は44歳にどん
な節目を迎えたいかと考えを巡らせてみてはいかがでしょうか。

34歳～44歳は「繊細さ」がテーマとなります。

手先の器用さや気配りなどで「繊細さ」が発揮されるテーマです。
芸術や文化にも通じる所があり美術館巡りなどを趣味に取り入れて
も良いかもしれません。「宝石」の美的センスを活かせる10年間で
あることを意識し「自分らしさ」を常に探ってみませんか。

注意すべきは「繊細さ」が心にも表れやすくなることです。他人
の何気ない言動に傷つき落ち込むことが増えるでしょう。運勢パラ
メーターで現れた考えすぎる特徴から鬱々とした気持ちが続くよう
なら、不安や不満をしっかり吐き出し心のバランスを保つようにし
てください。

５．10年毎のテーマと人生の節目
大運

10年、12年、20年、60年に１度だけ巡る特殊な運気があり
ます。どれも影響力は強力で適切な過ごし方を知らなければ
運気の波に飲み込まれてしまうことも！

西暦 特殊な運気 過ごし方

2026年
干合

（かんごう）

努力した分だけ飛躍する運
気。明確な目標と行動力が
鍵となる。

2027年
天剋地冲

（てんこくちちゅう）

「破壊」と「終焉」がキー
ワード。今までの「自分」
を捨て去り生まれ変わるよ
うに過ごして運気を味方に
しましょう！

2032年
支合

（しごう）

運気が安定し凶運から守ら
れる運気。迷うことがある
なら常に「やる/行動す
る」方を選びましょう。

2036年
干合

（かんごう）

努力した分だけ飛躍する運
気。明確な目標と行動力が
鍵となる。

2041年
宿命大半会

（しゅくめいだいはん
かい）

仕事運が絶好調。何事も
チームで取り組むことを意
識して！

＊赤字が凶運
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四柱推命の世界を楽しむならさいごに

いかがでしたか？
少しでも気づきを得られたことを願っております。

繰り返しになりますが四柱推命は本来の自分を探るための占術
です。ぜひこの鑑定書をきっかけに「自分」を最大限に発揮す
ることを目指していただけましたら幸いです。

口コミのお願い

本鑑定書の率直なご意見、ご感想をお寄せいただけませんか？
どのようなご意見もサービスの向上の参考にさせていただきま
す。

◆ マイシルをご利用の方 ◆

マイシルにログインいただき口コミ
の投稿をお願いいたします。

◆ その他の方 ◆

Googleマップの口コミ投稿をお願い
します。投稿にはGmailアカウントが
必要です。

→ マイシルへ進む

→ Googleマップへ進む

メールマガジン

各種イベントやお得な情報をお発信しています。開運したい
方も四柱推命を学びたい方にもお楽しみいただける内容をお
届けしています！

登録はこちらから

四柱推命を学ぶ

各種講座もご用意しております。
自分の言葉で誰かの背中を押す鑑定師を育てる！枠にハマらな
い自由な鑑定が学べる講座はこちらから。

講座の詳細はこちらから

《川越オフィス》

埼玉県川越脇田本町23‐12
ミュージション川越

JR/東武東上線川越駅より徒歩５分
西武新宿線本川越駅より徒歩10分

各種お問い合わせはこちらまで
info@shohei-astrology.com

https://myshiru.net/
https://g.page/r/CeVcjT79RB2BEB0/review
https://shohei-astrology.com/freetext/
https://shohei-astrology.com/lectures/
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