
占星術(星よみ)で読み解く仕事の才能

『あなたのホロスコープ』と、『このワークシート』を
ダウンロードして手元に準備してね。

２ハウスの支配星を調べてみましょう２ハウス

２ハウス

Step1

Step1

ワークシート

2ハウス？何が分かるのかな？

1 2

ホロスコープの下にある表だよ！
私の2ハウスは獅子座って書いてある！

私の2ハウスの支配星は「太陽」なんだね！

「2ハウス」は生まれ持つ才能、収入(お金)を得る資質を表します。
まず2ハウスの支配星を調べてみましょう。

ダウンロードしたホロスコープの1ページ目の下半分
真ん中の列（ハウスのカスプ）の、2ハウスの星座を確認してくださいね。

2ハウスの欄をみると、「獅子座」とあります。
ということはなこちゃんの2ハウスは獅子座です。

次に、下の表１「星座と支配星」の表をみると
「獅子座」の支配星は「太陽」

なこちゃんの2ハウスの支配星は「太陽」ということになります。

表1　星座と支配星

星座 支配星 星座 支配星

牡羊座 火星 天秤座 金星

牡牛座 金星 蠍座 火星・冥王星

双子座 水星 射手座 木星

蟹座 月 山羊座 土星

獅子座 太陽 水瓶座 土星・天王星

乙女座 水星 魚座 木星・海王星



２ハウスに滞在する天体を調べましょう２ハウス
Step2

２ハウスの支配星と滞在する天体から、仕事や
職業に関するキーワードを抜き出してみましょう

２ハウス
Step3

3 4

同じように、あなたの2ハウスの支配星を調べてみましょう。

ホロスコープの下の表と、23ページの表1を参考にしてくださいね。

私の2ハウスは 「      　　　　　」 座にあります。

私の2ハウスの支配星は  「　　　  　　　」 です。
なこちゃんは2ハウスに天体がありません。

天体がない場合は「なし」、
天体が複数ある場合は「全ての天体」を書き出してみましょう。

支配星と滞在天体のキーワードの中から気になるものを
抜き出してみましょう。

23-24ページの表２を参考にしてください。

支配星・滞在天体が複数ある場合は、
すべての天体のキーワードをチェックしてみてくださいね。

私の2ハウスはここなんだね！天体が何もないね。

ホロスコープを見てみてください。
（ダウンロードしたホロスコープの1ページ目）

ハウスは、円の内側にある数字です。なこちゃんの2ハウスはここ。

内側の数字がハウス
2ハウスはここ

滞在する天体がなくても大丈夫じゃ。
滞在天体がない場合は支配星の影響が大きいとよむぞ！

２ハウス
Step2



私の2ハウスの支配星は太陽。
子供に関係する仕事で役に立ってお金ももらえたら

嬉しいな。
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私の 2 ハウスの支配星は  「　　　　　　　」 

滞在する天体は

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 です。

これらの天体のキーワードから気になるものを書き出しま

しょう。「私の生まれ持った才能」、「収入（お金）を得る資質」

は以下の中にあります。

キーワードをそのまま書き写す、あるいはキーワードから連想、

イメージ、アレンジしても大丈夫。

キーワードの中にあなたの生まれ持った得意なことが含まれ、

それを活かして収入を得られる可能性が高いとよめます。

天　体

太　陽

☉
指導者、前に立つ仕事、自営業、タレント、演劇、パフォーマー、子供や教育関係の仕事

大衆向けの仕事、人気商売、女性や母親に関わる仕事、家庭に関する仕事、飲食、

育てる、保育、看護、カウンセリング、ヒーラー、コンサルティング、教育、指導、不動産

通信系、交通系、教師、伝える仕事、アナウンサー、通訳、評論、ジャーナリスト、

メディア、セールス、経理、会計、分析、秘書、医学、栄養、旅行、手作業、複数の仕事

美容、ファッション、芸術、音楽、ダンス、美しいものに関わる仕事、接客、

社交的な仕事、趣味の延長上の仕事、金融、外交、建築、インテリア、音楽、仲裁人

自営業、スポーツ、競争心が必要な仕事、営業、プロモーション、宣伝、男性に関わる

仕事、パイオニア、ベンチャー、警察官、自衛隊、外科医

法律、教育、医学、研究、哲学、マスコミ、評論、出版、広告、編集、海外、旅行、

スポーツ、慈善活動、複数の仕事

経営、社長、管理職、法律、政治、公務員、官僚、警察、教授、税務関係、土木、建築、

歴史や伝統に関する仕事、ブランドのある会社、農業、お年寄りに関わる仕事、目標達成

NPO、平和活動、人道的活動、社会奉仕、技術系、技術革新、発明、科学者、航空、

IT、占星学、海外に関する仕事、人と違う仕事、前衛的、自由な職場

芸術、スピリチュアル、イマジネーションを使う仕事、音楽、作家、映像、演劇、ダンス、

心理、看護、介助、薬学、化学、占い、水商売、代替医療、慈善活動、複数の仕事

研究、政治、名声を得る仕事、闇を暴く（探偵・刑事・ジャーナリストなど）、

カウンセラー、心理学、占い、保険、先祖から受け継ぐ仕事、死にかかわる仕事

仕事や職業に関するキーワード

月

☽

水

　

星

☿
金　星

♀
火

　

星

♂

木 星

♃

土 星

♄

天王星

♅

海王星

♆

冥王星

♇

表２　天体とお仕事のキーワード

２ハウス
Step3 ２ハウス

Step3



6ハウスの支配星を調べてみましょう6ハウス
Step1

7 8

6ハウスで何が分かるのかな？

私の６ハウスは射手座って書いてある！

「６ハウス」は適した業務内容や手段、職場環境を表します。
６ハウスの支配星を調べてみましょう。

ダウンロードしたホロスコープの1ページ目の下の表で、
６ハウスの星座を確認してくださいね。

私の６ハウスの支配星は「木星」だったよ！

なこちゃんの6ハウスは射手座です。

「星座と支配星の関係」の表をみると

「射手座」の支配星は「木星」

なこちゃんの６ハウスの支配星は「木星」ということになります。

あなたの６ハウスの支配星を調べてみましょう。
ホロスコープの下の表と、23ページの表1を参考にしてくださいね。

表1　星座と支配星

星座 支配星 星座 支配星

牡羊座 火星 天秤座 金星

牡牛座 金星 蠍座 火星・冥王星

双子座 水星 射手座 木星

蟹座 月 山羊座 土星

獅子座 太陽 水瓶座 土星・天王星

乙女座 水星 魚座 木星・海王星

私の6ハウスは 「      　　　　　」 座にあります。

私の6ハウスの支配星は  「　　　  　　　」 です。

6ハウス
Step1



６ハウスに滞在する天体を調べましょう6ハウス
Step2

9 10

ホロスコープを見てみてみましょう。
なこちゃんの６ハウスはここ。

内側の数字がハウス
6ハウスはここ

なこちゃんの６ハウスには、たくさん天体があります。

天体がない場合は「なし」、

天体が複数ある場合は「全ての天体」を書き出してみましょう。

私の６ハウスはここなんだね！
天体がいっぱいあるよ！

私の6ハウスに滞在する天体は

「　　　 　　　　　　　　　　　 　　　」 です。

滞在する天体が多い場合は
複数の可能性があるとよむぞ。

多いから良い、少ないから良いということではなく
才能を受け入れて発揮できるかがポイントじゃ。

６ハウスの支配星と滞在する天体から、仕事や
職業に関するキーワードを抜き出してみましょう

6ハウス
Step3

支配星と滞在天体のキーワードの中から気になるものを
抜き出してみましょう。

23-24ページの表２を参考にしてください。

支配星・滞在天体が複数ある場合は、
すべての天体のキーワードをチェックしてみてくださいね。

6ハウス
Step2
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私の 6 ハウスの支配星は  「　　　　　　　」 

滞在する天体は

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 です。

これらの天体のキーワードから気になるものを書き出し

ましょう。 私に適した「業務内容や手段」、「職場環境」は

以下の中にあります。

キーワードをそのまま書き写す、あるいはキーワードから連想、

イメージ、アレンジしても大丈夫。

キーワードの中にあなたの適した業務内容や業務手段、向いて

いる職場環境がわかります。

天　体

太　陽

☉
指導者、前に立つ仕事、自営業、タレント、演劇、パフォーマー、子供や教育関係の仕事

大衆向けの仕事、人気商売、女性や母親に関わる仕事、家庭に関する仕事、飲食、

育てる、保育、看護、カウンセリング、ヒーラー、コンサルティング、教育、指導、不動産

通信系、交通系、教師、伝える仕事、アナウンサー、通訳、評論、ジャーナリスト、

メディア、セールス、経理、会計、分析、秘書、医学、栄養、旅行、手作業、複数の仕事

美容、ファッション、芸術、音楽、ダンス、美しいものに関わる仕事、接客、

社交的な仕事、趣味の延長上の仕事、金融、外交、建築、インテリア、音楽、仲裁人

自営業、スポーツ、競争心が必要な仕事、営業、プロモーション、宣伝、男性に関わる

仕事、パイオニア、ベンチャー、警察官、自衛隊、外科医

法律、教育、医学、研究、哲学、マスコミ、評論、出版、広告、編集、海外、旅行、

スポーツ、慈善活動、複数の仕事

経営、社長、管理職、法律、政治、公務員、官僚、警察、教授、税務関係、土木、建築、

歴史や伝統に関する仕事、ブランドのある会社、農業、お年寄りに関わる仕事、目標達成

NPO、平和活動、人道的活動、社会奉仕、技術系、技術革新、発明、科学者、航空、

IT、占星学、海外に関する仕事、人と違う仕事、前衛的、自由な職場

芸術、スピリチュアル、イマジネーションを使う仕事、音楽、作家、映像、演劇、ダンス、

心理、看護、介助、薬学、化学、占い、水商売、代替医療、慈善活動、複数の仕事

研究、政治、名声を得る仕事、闇を暴く（探偵・刑事・ジャーナリストなど）、

カウンセラー、心理学、占い、保険、先祖から受け継ぐ仕事、死にかかわる仕事

仕事や職業に関するキーワード

月

☽

水

　

星

☿
金　星

♀
火

　

星

♂

木 星

♃

土 星

♄

天王星

♅

海王星

♆

冥王星

♇

表２　天体とお仕事のキーワード

私の6ハウスの支配星は木星。
滞在天体は、火星、土星、天王星、海王星。

 教育や出版関係の職場も向いているんだね。
カウンセリングや占いも興味ある！

6ハウス
Step36ハウス

Step3
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10ハウスの支配星を調べてみましょう10ハウス
Step1

10ハウスで何が分かるのかな？

私の10ハウスは牡羊座だったよ！

「10ハウス」は世の中における自分の役割、
望む貢献の方法（天職や使命）を表します。
10ハウスの支配星を調べてみましょう。

ダウンロードしたホロスコープの1ページ目の下の表で、
10ハウスの星座を確認してくださいね。

私の10ハウスの支配星は「火星」だね！

なこちゃんの10ハウスは牡羊座です。

「星座と支配星の関係」の表をみると

「牡羊座」の支配星は「火星」

なこちゃんの10ハウスの支配星は「火星」ということになります。

あなたの10ハウスの支配星を調べてみましょう。
ホロスコープの下の表と、23ページの表1を参考にしてくださいね。

表1　星座と支配星

星座 支配星 星座 支配星

牡羊座 火星 天秤座 金星

牡牛座 金星 蠍座 火星・冥王星

双子座 水星 射手座 木星

蟹座 月 山羊座 土星

獅子座 太陽 水瓶座 土星・天王星

乙女座 水星 魚座 木星・海王星

私の10ハウスは 「      　　　　　」 座にあります。

私の10ハウスの支配星は  「　　　  　　　」 です。

10ハウス
Step1
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６ハウスに滞在する天体を調べましょう6ハウス
Step2

ホロスコープを見てみてみましょう。
なこちゃんの10ハウスはここ。

内側の数字がハウス
10ハウスはここ

天体がない場合は「なし」、

天体が複数ある場合は「全ての天体」を書き出してみましょう。

私の10ハウスはここにあったよ！
木星があるね！

私の10ハウスに滞在する天体は

「　　　 　　　　　　　　　　　 　　　」 です。

なこちゃんの場合は、支配星の火星に加えて、
木星もポイントになるとよめるぞ。

10ハウスの支配星と滞在する天体から、仕事や
職業に関するキーワードを抜き出してみましょう

10ハウス
Step3

支配星と滞在天体のキーワードの中から気になるものを
抜き出してみましょう。

23-24ページの表２を参考にしてください。

支配星・滞在天体が複数ある場合は、
すべての天体のキーワードをチェックしてみてくださいね。

10ハウス
Step2
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私の 10 ハウスの支配星は  「　　　　　　　」 

滞在する天体は

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　」 です。

これらの天体のキーワードから気になるものを書き出し

ましょう。

私の「世の中における自分の役割」、「自分が望む貢献の

方法」「天職や使命」は以下の中にあります。

キーワードをそのまま書き写す、あるいはキーワードから連想、

イメージ、アレンジしても大丈夫。

キーワードの中に「世の中における自分の役割」、「自分が望

む貢献の方法」「天職や使命」のヒントがあります。

天　体

太　陽

☉
指導者、前に立つ仕事、自営業、タレント、演劇、パフォーマー、子供や教育関係の仕事

大衆向けの仕事、人気商売、女性や母親に関わる仕事、家庭に関する仕事、飲食、

育てる、保育、看護、カウンセリング、ヒーラー、コンサルティング、教育、指導、不動産

通信系、交通系、教師、伝える仕事、アナウンサー、通訳、評論、ジャーナリスト、

メディア、セールス、経理、会計、分析、秘書、医学、栄養、旅行、手作業、複数の仕事

美容、ファッション、芸術、音楽、ダンス、美しいものに関わる仕事、接客、

社交的な仕事、趣味の延長上の仕事、金融、外交、建築、インテリア、音楽、仲裁人

自営業、スポーツ、競争心が必要な仕事、営業、プロモーション、宣伝、男性に関わる

仕事、パイオニア、ベンチャー、警察官、自衛隊、外科医

法律、教育、医学、研究、哲学、マスコミ、評論、出版、広告、編集、海外、旅行、

スポーツ、慈善活動、複数の仕事

経営、社長、管理職、法律、政治、公務員、官僚、警察、教授、税務関係、土木、建築、

歴史や伝統に関する仕事、ブランドのある会社、農業、お年寄りに関わる仕事、目標達成

NPO、平和活動、人道的活動、社会奉仕、技術系、技術革新、発明、科学者、航空、

IT、占星学、海外に関する仕事、人と違う仕事、前衛的、自由な職場

芸術、スピリチュアル、イマジネーションを使う仕事、音楽、作家、映像、演劇、ダンス、

心理、看護、介助、薬学、化学、占い、水商売、代替医療、慈善活動、複数の仕事

研究、政治、名声を得る仕事、闇を暴く（探偵・刑事・ジャーナリストなど）、

カウンセラー、心理学、占い、保険、先祖から受け継ぐ仕事、死にかかわる仕事

仕事や職業に関するキーワード

月

☽

水

　

星

☿
金　星

♀
火

　

星

♂

木 星

♃

土 星

♄

天王星

♅

海王星

♆

冥王星

♇

表２　天体とお仕事のキーワード

私の10ハウスの支配星は火星。
10ハウスに滞在する天体は木星だったよ。

 教育や出版関係のお仕事を目標にしようかな！

10ハウス
Step3 10ハウス

Step3
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私のお仕事にいかせる才能を
まとめてみましょう！

まとめ
W�k

「生まれ持つ才能、収入(お金)を得る資質」（2ハウス）は、

お仕事の才能を星読みしてきました！

最後に、2ハウス、6ハウス、10ハウスを通して、
気づいたことや、今のお仕事で意識したいこと、目標などを

書いてみましょう。

ぜひあなたの才能をいかして、
ワクワク お仕事をしてくださいね！

「私に適した業務内容や手段、職場環境」（６ハウス）は、

「世の中における役割、貢献の方法（天職や使命）」（10ハウス）は、

私はこどもや教育に関係するお仕事を目標にしよう

ワークはどうでしたか？
もっと自分のことや、大切な人のことを知りたい
もっと詳しく星読みができるようになりたいという方へ
星読みテラスからちょこっとお知らせです。

星よみ

W�k
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最後のページに星座と支配星、天体とお仕事の
キーワード集があるよ。参考にしてね！

「ホロスコープをスイスイ読めちゃう講座」は
心と星の専門家が作ったオーソドックスでバランスの取れた

西洋占星術が学べる講座です。

暗記ではなく自由自在にホロスコープが読めるようになるコツや、
あなたの個性を活かした

「自分だけの星の読み方」をお伝えしていきます。

「星読み、楽しいかも」
「もっと星を仕事や普段の暮らしに活かしたい」
そんな風に感じた方は、わたしたちと一緒に

星読みを学んでみませんか？

「星読みの世界に魅力を感じているけど、
占星術ってちょっと難しいかも…」

と感じたことがある方にぴったり♪

もちろんこれから星読みを学んでみたいなという方も
ワークや動画を通して楽しく学べる内容になっています。

この講座を通して、自由に星読みを楽しめる人が
もっと増えたらいいな、というボランタリーな思いで

無料で開催しています。

無料講座のお申込みはこちらから
開催を楽しみに待っていてくださいね♪

https://sup.andyou.jp/hoshi/hoshi_work

受付
6/7
17時まで

QRコードをスマホやタブレットで読み込んでください

星よみ

W�kW�k
星よみ

お申込みURL
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