
西洋占星術の無料勉強会（Q&A）  山田ありす事務所 

 

1 / 12 

© 2021 山田ありす事務所 

 

1. ホロスコープはいつもインターネット上の計算ソフトで出して

ます。ハウスについての質問です。わたしの第２ハウスと第８ハ

ウスのカスプが、それぞれやぎ座 29 度とかに座 29 度なのです

が、この場合は前後の星座の両方の特徴を持つと考えてよいです

か？例えば、第８ハウスのカスプがかに座 29 度なので、わたし

の第８室はかに座と獅子座の両方であると言えますか？それと

も獅子座であると捉えるべきでしょうか？  

学びの世界では、誕生時間が明確であり、あらゆるチャートにお

いても 2－8 ハウスのやぎ座とかに座の 29 度の位置であるなら

やぎ座 29度、かに座 29度であると捉えます。但し、ご自身がみ

ずがめ座、しし座の説が府に落ちるならそれで構わないかと…。

もしくは、やぎ座のルーラー土星、かに座のルーラー月に注目し、

しし座のルーラー太陽、水瓶座のルーラー天王星に注目すること

が必要かもしれません。2－8ハウスの金銭、相続、自己価値、Ｓ

ＥＸに関して実際に起きている事象で判断して頂くことをオス

スメします。 

2. 5度前ルールは採用した方がいいですか？  
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私はどちらかと言えば基本的には採用していません。理由は答え

が曖昧になりやすく感じるからです。但し、その人自身とチャー

トを照らし合わせた時、場合によっては天体が次の星座に行くた

めの準備をしているように見える事もあります。次の星座のムー

ドを 5 度前にある天体が受けているように感じる…わけですよ

ね。ですから、5度前ルールを採用される方がいらっしゃるのも

理解できます。２つの星座の特徴と人を照らし合わせて、府に落

ちるなら 5 度前ルールを採用するのもアリではないでしょうか。

補足として、5度前に限らず、カスプをまたがる天体やアリエス

ポイントであるおひつじ座の 0度に対して影響する天体。おひつ

じ座の０度に対して 90 度に位置するかに座、てんびん座、やぎ

座の 0度は繊細さを帯びると考える説もあります。また、月に関

しては生まれ時間が明確でない場合、月星座自身が１つに絞れな

いパターンもあります。 

3. ネイタル太陽土星はトランジット天王星と土星がスクエアでキ

ツい角度です。この後まだ年末にもあるのですが、どういう事象

が起こるのか前もって予測できたらと切実に思います。？キーと
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なっている天体が分かる方法を教えてください。  

スクエアは、生きている以上誰にでも起こり得る方向転換と考え

ています。切羽詰まった状況は人の考えや習慣を変える良い機会

となります。予測は、天体のみの情報だけではし辛いですが、ス

クエアを良い意味での転換期と考えて頂くと変わるためのアク

ションを起こせるかもしれないです。 

4. 現在どんな状況なのか、知りたいです。  

簡単な方法として、１つの星座に約 1年間滞在する木星、１つの

星座に約 2.5～3年間滞在する土星に注目し、一番近くにある天

体やネイタル太陽、月、Asc、Mcにどう影響しているのか見ると

良いかもしれません。 

5. スクエア乗り越えの為のアドバイスなど頂ければと思います。 

３のご質問への回答と同様となります 

6. 占星術でどこまでのことが占えるのかまだまだわかっていなく

て勉強したいと思っているのに、山田先生のサイトを眺めるだけ

で動けずにいます。占星術を学んで、まず自分を知って、周りの

人に何かキッカケだったりを伝えたりして、その後は仕事として
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学んでいけたらと思っています。女性の場合、生理のタイミング

など占えたりすると聞いたのでそういった身体のこともわかれ

ばいいなと思ったりもしています。 

⚫ 目的を持ち学ぶ方は上達が早いように思えます。独学で学ば

れて仕事にされる方も多いので、この勉強会も良い機会とな

りホロスコープをポジティブに活かす方が増える活動へのお

力になれたらうれしいです。 

⚫ 生理のタイミングは、月で見るのでしょうか… 

満月の際に生理がくるのは良いサイクルであると聞いたことが

あるのですが、生理不順でないなら前のスタート日から大体 28

日後を数えるのが確実かと…(;^_^A 

生理不順なども悩みがある場合は、月星座（母や妻の象徴）に対

して他の天体（火星、土星、天王星、冥王星）のハードアスペク

トなどに注目してみると良いかもしれません。 

⚫ 月と火星 ヒステリック、自律神経、神経過敏 

⚫ 月と土星 憂鬱な気分 耐える傾向 感情のムラ 

⚫ 月と天王星 月経不順 規則性のない生理周期 
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⚫ 月と冥王星 心の浮き沈みの激しさ 過度な負担 ストレス 

⚫ 8ハウスが陰部の意味があるので、月の横切るタイミングとし

て注目してみても面白いかもしれません。 

 

⚫ 補足：気持ちは 3日で変わる「少し待とう」 

月の象徴を感情や心だと捉えると、日々変化していきます。 

2時間に 1度、24時間 1日で 12度。2日で 24度。2日と 12

時間 2.5日で１つの星座を反時計周りに移動します。 

7. アスペクトを考慮した総合的な解釈が苦手で、収集が付きません。 

本を見ると反対の意味の要素の天体の配置？が複数あったりす

ると、どう解釈していいのかわかりません。 

まずは、大雑把でいいのでホロスコープを見て総合的な解釈が出

来る様になる方法を知りたいです。 

⚫ 総合解釈としては、まずご自分なりのサイン、12ハウス、10

天体の意味つけを明確にします。知りたいのが適職なのか、恋

愛的傾向なのか、社会的達成なのか、金銭なのか・・・によっ

て注目箇所を変えます。Asc Mc 月は生まれ時間が明確であ

ることが前提ですが、生まれ時間の 4 分差でカスプが変化し
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てしまうなら、出会えた縁のあるチャートとして 12星座では

ない特徴を見せてくれます。それを一つの軸にするとヒント

を貰いやすいです。 

 

⚫ Asc あなたがどのように生きたいのか？古典的には風貌 

⚫ Mc あなたが社会的にどの場所を目指して進めていけば府に

落ちるのか？社会的達成ポイント。 

⚫ 太陽 なかなか発揮できない場合もある才能と本性 

⚫ 月 あなたが何を心のよりどころにするのか？ 

8. よりよく生きていくためのアドバイス。 
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9. ホロスコープの出し方とハウスや金星、木星、冥王星の影響の

意味が知りたいです。

 

12ハウス参考 URL 

https://yamadaarisu.net/2019/08/20/seiyousenseij

utu_12house 

 

 

天体を解説した動画 

下記ページの「2020 年をもっとハッピーに♪占星術のリズム

https://yamadaarisu.net/2019/08/20/seiyousenseijutu_12house
https://yamadaarisu.net/2019/08/20/seiyousenseijutu_12house
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を活用しよう」https://youtu.be/q1igARcy51A 

https://yamadaarisu.net/2019/03/14/12seiza_horos

cope#4 

 

10. 火星は太陽よりも使いやすいというか発揮されやすいエネル

ギーに感じますが、どうでしょうか？ 

 

天体の発揮については、個人個人によって意見が分かれるかもし

れませんね。例えば、火星がチャートルーラー(Ascのルーラー)

であったり、牡羊座、蠍座生まれの方は、火星のエネルギーが強

まると考えることができなくはありません。 

また、ご自身の意識は物事に強く影響すると考えられますので、

火星を強く意識される程にその影響を感じる方もいらっしゃる

と思います。 

ただ、実際の太陽と火星の大きさで考えた場合、太陽の直径は

139万 2000km 火星の直径が 6792km 太陽の質量は太陽系の

全質量の約 99％といわれています。それを視野に入れるとやは

り太陽の偉大さを感じずにいられません。今の所、太陽星座を利

用した 12 星座占いが歴史的にも世界的にもメジャーであり、個

https://yamadaarisu.net/2019/03/14/12seiza_horoscope#4
https://yamadaarisu.net/2019/03/14/12seiza_horoscope#4
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人的には太陽の象徴を優先してしまいます。火星の大気組成が二

酸化炭素 96％と言われていますので、私個人としては実際の天

体の象徴としてとらえた場合にも私たちが生きるために必要不

可欠である太陽が最も重要であると考えてしまいます。 

11. 私の適職やこの先やる方が良い事など、知りたいです。 

参考 URL 

【占星術ブログ】ホロスコープどこから見たら良い？ 

https://yamadaarisu.net/2020/10/14/horoscope 

 

12. インターセプトや中の特性の読み解き？活かし方？取り出し

方？を学びたいです 

【占星術ブログ】占星術を仕事に（1）コンプレックスに目を向け

る挟在星座 

https://yamadaarisu.net/2020/10/27/senseijutu_in

tercept 

 

13. 転職や引越などプライぺートや仕事に大きく関わる変化に対

して、なかなか行動を起こせません。占星術でホロスコープによ

って、簡単に解釈できる上手く進んで行ける方法やタイミングは、

ありますでしょうか？その部分の知識を学んで生活に役立てら

https://yamadaarisu.net/2020/10/14/horoscope
https://yamadaarisu.net/2020/10/27/senseijutu_intercept
https://yamadaarisu.net/2020/10/27/senseijutu_intercept
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れればと思っております。太陽星座かに座、月星座射手座です。 

 

行動は変化を望まれる方には必要だと思います。但し、時と場合

により現状を維持して力を蓄えておく方が良い時期もあるので

はないでしょうか。太陽かに座、月いて座という組み合わせは、

単に大きな夢を描いて浮足立つのではなく、本来の自分らしさを

忘れずに生きるために足元を固めていく性質を持つと思います。

逆に、夢が大きければ大きい程にリスクが大きくなることを覚悟

すると、チャレンジを恐れるかもしれません。いざという時には

必ず動けると思いますので、自然に行動できるタイミングを待つ

ことも大切ではないでしょうか。 

近々で言えば、木星がうお座に移動する 2021 年 12 月 29 日ま

では月のいて座に対してみずがめ座の木星が応援する反面、太陽

に対しては掘下げて考えがち。12 月以降、うお座に移動する際

は、太陽のかに座を応援する反面、いて座の月の感情（理想が高

い程に動けない）という配置図です。その場合は、結果を焦らず

に地道にじっくりと基盤固めをすることが重要なのかも。日常を

少しずつ変えていくことと些細な変化の繰り返しによって、大き
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な変化を起こせるはずです。 

 

こうした場合は、まず今後 1年間で変化する天体（木星）が別の

星座に移動するタイミングを意識すると分かりやすいかもしれ

ません。木星はあなたの太陽や月にどう影響するのか？今現在、

土星はあなたの太陽や月にどう影響しているのか？を天体を進

ませて見てみると面白い発見があるかもしれませんよね。 

 

【占星術 ブログ】コレに答えられたら占い師デビュー占星術Ｑ

＆Ａ「三重円で見る才能と適職]（２） 

https://yamadaarisu.net/2021/2/5/senseijutu_a2 

 

 

☆お知らせ☆ 

リクエストメニューZOOMで交流する「占星術ファ

ミリー」が始まります。 

⚫ 2021年 10月 22日（金）20～21時 1,200円 

3名様のご参加よりスタートしますね。 

気軽なオンライン交流です。講座や鑑定ではありませんので、ご

注意ください。 

https://yamadaarisu.net/2021/2/5/senseijutu_a2


西洋占星術の無料勉強会（Q&A）  山田ありす事務所 

 

12 / 12 

© 2021 山田ありす事務所 

 

Youtube メンバー様のお声を取り入れ、アーカイブのみのご視

聴もできるようにします。その場合、有料メンバーシップ 490円

でご覧いただけます。 

 

⚫ 詳細はこちら 

https://www.yamadaarisu.com/family_astrology 

 

 

⚫ お申込みにはパスワードが必要です。 

ありす事務所有料メニューをご利用かメンバーシップご参加

者の方のみのご加入が可能。 

※今回の講座にご参加いただいた方は、特別枠でご加入いた

だけます。 

https://reserva.be/yamadaarisu/course/3892 

パスワード：family202110 

https://www.yamadaarisu.com/family_astrology
https://reserva.be/yamadaarisu/course/3892

