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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。人が生まれながらに持った自然エネルギーの
バランスを読み解き「あなたらしさ」を探ることを目的として
います。そして私はその自然エネルギー“翻訳家”として本鑑
定書を作成させていただきました。

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

0．生年月日から広がる四柱推命の世界
本鑑定書の作成のベースとなった資料を公開します。専
門的な資料となります。

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. 社会と繋がる間口
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. 「らしさ」の心得
通変星から価値観、働き方、恋愛の場面ごとにあなたら
しさを探ります。

5. 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

6. 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！

7. 人生のチャンスとピンチ
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。

マジシャン、全国通訳案内士（中英）、宅建士の顔も持つ。
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たった一つの生年月日から数多くの情報を得ることができます。これからこの情報を“翻訳”しあなたの「らしさ」や向き不向き、補い
方や運気の波をお伝えいたします。

０．生年月日から広がる四柱推命の世界
鑑定書作成の元データ

①で鑑定
⑦で鑑定

②で鑑定

③で鑑定
④で鑑定

⑤で鑑定

⑥で鑑定
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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「お金」です。

お金の稼ぎ方、使い方で運気の傾向が変化するタイプの方です。ズルして稼ぐことはもちろ
ん、私利私欲のためだけにお金を使うと開運は望めません。使うお金の意味を考えお金との
“適切な”関係を構築してください。
またお金に対する執着で運気が急降下します。貸したお金が返ってこない、相続問題で悩む
などしたら早急に解決、または気持ちを切り替える必要があります。

その他、お金以外でも得たモノに対する感謝を忘れないようにしてください。そして得たモ
ノを周囲の人と共有し喜びを分かち合えると運気も十分に安定し開運することとなります。
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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：小さい
宿命エリア：月、大地

三角形はとても小さくコミュニケーションが苦手、または心
を許すまでに時間がかかる傾向があります。一人の時間も大切
にすべきですが、適度に社会と関わる工夫や努力は必要です。
その為にも積極的に人と関わり本音を語るなどし、自ら三角形
を“こじ開けて”間口を広げられるといいですね。

とはいえこの三角形の小ささも大切な個性の１つです。この
三角形を活かすなら常に人と関わる接客業よりは研究職、大衆
に対するビジネスよりも専門性の高いビジネスに向きます。そ
の他、三角形の大きさ以外にも個性の強い星を多くお持ちです。
この点を加味しても一般的な“社会”に迎合して生きるよりは
個性に合ったオリジナルな生き方が相応しいと言えます。

三角形は２つの宿命エリアに跨っています。守備本能（大
地）と習得本能（月）が強く働くあまり冒険を好まないのが特
徴です。自分自身にブレーキをかけることができ羽目を外した
り、道を大きく踏み外すことは無く周囲の信頼も厚いことで
しょう。ただ折角のチャンスを逃すことも頻繁にあるはず。
チャンスを掴み取るためにも周囲の変化を常に観察し、また自
身の運気の傾向もしっかり理解しておく必要があります。

発信や営業は信頼できる仲間に任せ、自身は得意分野で働い
た方が物事うまく進むかも。その他、一人で過ごす時間を定期
的に設けましょう。

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

２つの通変星が欠けています。欠けている星をあたかも持って
いるように振舞うことで「自分」を補います。

• 「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！

• 「行動力」
→ 思い立ったらすぐ行動すること、または「いつまでに
やる！」と締め切りを設けて自分にルールを作る。

６０％

２０％

０％

０％

２０％

「自分」の活かし方

強い「自分」の持ち主です。やると決めたら最後までやり抜く
意志を持ち、社長業やフリーランスで活躍が期待できる方です。
「自立心」60％をしっかり活かすためにも、明確な生きる/働く
目的や目標を定め「自分」の軸を強固にしてください。組織の中
ではそんな「自分」を大切にできる環境を整えることが重要。

「遊び心」と「知性」のバランスは良く自身の経験や知識を自
分なりに“表現”出来る力を持ちます。自己実現、自己表現に必
要な星はそろっています。この力を最大限に活かすためにも強い
「自分」を理解しコントロールすることが求められます。

活かし方の注意

強い「自分」も度が過ぎればワガママや我が強いだけの人間に
なってしまいます。自分の軸は大切にしつつも周囲の声に耳を傾
け、必要なアドバイスを聞き入れるだけの謙虚さを忘れないでく
ださい。その為にもあなたを理解し適切な進言をしてくれる仲間
が傍に居てくれると安心ですね。

ここに表れる「知性」は論理的な知性ではなくゼロから物を生
み出す為の知性となります。その為非常に感覚的で直感的である
ことを自覚してください。特に頭の中にあるイメージを人に伝え
る時には相手が理解できる“言語”で話すように心がけましょう。
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「誰かの為」や「お金の為」ではなく「自分の為」を考え物
事を判断すべき人。その結果他者やお金に繋がることもあるで
しょうが、良い意味で自分本位に生きてください。
また強い「リーダーシップ」を持ち、自分の目的を実現する
為に人を巻き込むことができる人です。自分本位に行動し生き
た結果、周囲を幸せにできる・・・そんな存在を目指せると
「自分らしい」人生が送れるでしょう。その為にも価値観の合
う仲間を見つけることが人生のテーマかも知れません。

４．「らしさ」の心得
価値観、働き方、恋愛

運勢パラメーターで登場した通変星をから価値観、働き方、恋愛をキーワードから探ります。「自分らしさ」をどれ程自覚されているで
しょうか？３つのキーワードと現在の生活を重ね合わせてこれからを考えてみませんか。

「自我」

「自分」 「専門性」

価値観
（判断基準）

恋愛/結婚 働き方

特別な資格や技術が必要とされる分野に向きます。
目に見える専門性が無くとも「誰でも出来る仕事」
以外を求めると良い。仕事で成功を収めるには自分
にしか出来ないコトを知り、また自身の専門性を高
めることが必要。

「自分」を大切にし、またあなたの「自分」も大
切にしてくれる相手と相性が良さそうです。お互い
干渉しすぎない心地よい距離感を求めてください。、
そのためにもお互いが自立した人間でなければなり
ません。

キーワード
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５．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年は冬の３年目「清算」の年が巡ります。

運気の冬は通称「天中殺」と呼ばれ運気が大きく乱れ余計な
トラブルやストレスを抱える時期となります。しかし、そんな天中
殺も残すところあと１年となりました。2023年は運気が好転し始め
るタイミングですから過度な心配は必要ありませんが、それでも人
生の節目となるような大きな行動は控えるなどあと少しの辛抱は必
要です。

さて直近２年間で人間関係や健康上のトラブルなどはありません
でしたか？もしその問題を今も抱えているようなら新しい１年で解
決、即ち清算してください。万が一清算しきれなかった場合、その
トラブルは天中殺後も長引くこととなるでしょう。問題を抱えてい
ない場合でもモノ・ヒト・コトの断捨離で「自分」を刷新する１年
と心得て過ごしてください。

天中殺

2024年に向けた過ごし方

2024年には運気が冬から春に移り変わり新しい運気のサイ
クルがスタートします。24年に向けて23年にすべきことはこ
れから進むべき方向や達成したい目標を考えることです。漠
然と考えても問題ありません。要は運気に合わせて前向きに
思考を巡らせることを行いましょう。

また24年に良いスタートダッシュを切るためには身軽にな
ることが求められます。身軽になるとは、不要な物を捨て、
付き合いたくない人と距離を取り、やる事を減らすモノ・ヒ
ト・コトの断捨離を指します。今まで積み重なってきた重荷
や責任を捨て去ることで「自分」をリセットする、正に心機
一転の心情で23年を過ごすことができたなら、24年には運気
も軽快に上昇することでしょう。
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７．人生のチャンスとピンチ
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。

「５」の付く年齢で人生の節目を迎えます。

45歳で人生の節目を迎えます。天中殺が明けてからの節目となり
ますので穏やかな切り替わりが予想できます。この節目では転職や
起業など目に見える節目を迎えやすいのはもちろん、働き方や人生
観など目に見えない節目も起こり得ます。今は目の前の“すべきこ
と”を全うしつつ、どんな節目を迎えたいかまたその先に何を求め
るかを考えてみませんか？
次のテーマでは45歳からの10年間を考えるきっかけとしてお読み
ください。

45歳～55歳は「行動」がテーマとなります。

今まで以上に活動的になれるテーマが訪れます。何処からともな
く湧く出る活力ややる気をコントロールし自身が目指すコトにその
エネルギーを注ぐことが求められます。逆にエネルギーを注げる対
象が無ければ運気が空回りしてしまうので注意が必要です。その他、
行動力が増す反動で考えることがおろそかになりがちです。行動と
思考のバランスを意識した環境を早めに整えておきましょう。

「競争」もサブのテーマとして認識してください。仕事や恋愛/
結婚においてライバルの出現が考えられます。「競争」において少
しでも焦りを感じたなら、過去の自分を振り返り前進していること
を確かめ心を落ち着けてみませんか？同時に前進し続ける必要もり
だからこそ「行動」が必要不可欠となりそうです。

６．10年毎のテーマと人生の節目
大運

独自のサイクルで巡る特殊な運気があります。知らずに過
ごしてしまえば運気の波に飲み込まれることもあるでしょう。
チャンスもピンチも全ての人に平等に巡り、また過ごし方１
つで結果は如何様にも変えることができます。

西暦 特殊な運気 過ごし方

2024年 チャンス
（支合）

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。

2026年 チャンス
（干合）

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。

2036年 大ピンチ
（晦気）

「自分」を失いがちな時期。
今までとは違う行動で問題
に発展しがち。まずはいつ
も通りを常に心がけて乗り
切って！

2041年 超チャンス
（律音）

年の運気と自身の運気が完
全一致する千載一遇のチャ
ンスです。この時に何かを
成し遂げるつもりで全速力
で走り抜けましょう。その
為にも明確な目標の他に、
心身のメンテナンスも大切。
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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？鑑定書は全て私の手で書き下ろしておりま
す。誤字脱字などあるかもしれませんがその際はご容赦いただ
けますと幸いです。

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ることを願っております。

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。四柱推命で
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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