
性格に性別は関係ない。
男らしいさ、女らしさはいらない。

12星座
あるある



　突然ですが、あなたはジェンダーという言葉を知っていますか？

ジェンダーとは男性や女性という性に基づいて定められている社会

的属性を意味する言葉です。男性と女性や男児や女児といったよう

に、男性か女性かの二つの性における相互関係を意味する言葉です。

近年そのジェンダーについての問題がめだってきています。

認知は増えてきましたが、まだ理解を持っていない人がいます。

だけどむやみに『平等に理解しよう』というだけでは義務化された

理解よりちゃんと興味をもった理解の方が考えやすいと思いました。

そこで、すべての人が性別関係なく楽しめるものにしました。

男性だから、女性だから、ということではなく

「あなたはあなただから」

というように、性格に性別など関係なく、

楽しく理解していただけたらと思います。

コンセプト

牡羊座～おひつじ座～　　　　　　　　　 　 ー p3

牡牛座～おうし座～ 　　　　　　　　　　　 ー p4

双子座～ふたご座～ 　　　　　　　　　　　 ー p5

蟹座　～かに座～ 　　　　　　　　　　　　 ー p6

獅子座～しし座～ 　　　　　　　　　　　　 ー p7

乙女座～おとめ座～ 　　　　　　　　　　　 ー p8

天秤座～てんびん座～ 　　　　　　　　　　 ー p9

蠍座　～さそり座～ 　　　　　　　　　　　 ー p10

射手座～いて座～ 　　　　　　　　　　　　 ー p11

山羊座～やぎ座～ 　　　　　　　　　　　　 ー p12

水瓶座～みずがめ座～ 　　　　　　　　　　 ー p13

魚座　～うお座～ 　　　　　　　　　　　　 ー p14

12星座
もしかしてあなたはこんなヒト？…かもしれない。



牡羊座
～おひつじざ～

自分の直感だけを信じて行動する人。

特に明確な根拠がなく、なんとなくという理由だけで突っ

走ってしまいがちで周りからみると暴走しているように

見えるかもしれません。しかし、自分の中にははっきり

とした道筋があるのです。また、自分の好きなことに対

する情熱がすごく、一度好きになったものには周りが見

えなくなるほどのめりこみます。

普段はぼーっとしていることが多いですが、スイッチが

入ると人が変わったように熱心になり、しばらく時間が

たつと嘘のように気持ちが冷め切ってしまいます。

突っ走ってしまいがちにみえますが…

恋愛
好きな人の理想のタイプになろうと試行錯誤し

努力し、相手が自分に興味が無いと感じても、

決して諦めずむしろ燃え上がります。

徐々に好きな人が自分の方を向いてくれたなと

感じ始めると、一気に攻めます。ただ好きな人

が手に入ってしまえば、今までの熱が冷めてし

まうこともあります。

仕事
新しいことにチャレンジすることが好きで、仕

事に対して貪欲で、アイデアをどんどん出して

職場をより良くすることに務めています。

しかし、仕事は人間関係を伴うことが多いので、

会社というそ組織の中では、仲間や関係者への

配慮は、仕事を円滑に進めるための大切な要素

です。
金運

自ら運命を切り開いていく強さがあり、収入運

はハイレベルです。

ただ、衝動的で、欲しいとなったら歯止めがき

かず使ってしまうほう。冷静に自己制御できれ

ば、かなりの財産を残せそうです。

相性
獅子座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

実は意外とナイーブで気にしてしまう獅子座を、

牡羊座はプライドが傷つかないように優しく

フォローします。自信たっぷりで行動力のある

牡羊座と獅子座が仕事でタッグを組めば、鬼に

金棒で怖いものなしでしょう。

3月21日～4月19日

牡牛座
～おうしざ～

活動的で大胆なところがありますが、堅実でしっかりも

ので、周りのたくさんの人に愛される人。

感情に左右されずに論理的に深く掘り下げることが得意

で、責任感のある行動から、周りの人たちから頼まれる

ことが多いでしょう。

しかし、新しいものにチャレンジする時は慎重にしすぎ

て、タイミングを逃したり、こだわりが強いために頑固

な人というレッテルを貼られてしまったりするので自我

を押し通しすぎないように気をつけましょう。

活動的で大胆なところがありますが…

恋愛
相性を重視しがちで、相手のもっているものや

容姿は二の次で、生理的に合うか人を好きにな

るでしょう。

自由な恋愛を好みますが、一度この人と決めた

ら一途に惜しみなく愛を注ぐ人でしょう。

仕事
トラブルの対処や、イレギュラーへの対応が得

意で、持ち前の協調性を発揮して仕事にすすめ

られます。断るのが苦手で、何事も一人で溜め

込みがちなので。ストレスを溜め込み過ぎずに

注意しましょう。

金運
安定した金運ですが、やりたい事が増え、お金

が足りないと感じることがあります。

また、少額でも良いので、決まった額を貯蓄す

る習慣を身に着けると金運は徐々にあがるで

しょう。気軽に始められる貯金箱がおすすめで

す。

相性
蟹座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

蟹座さんは思いやりが強く優しい性格の持ち主

です。相手の立場になって物事を考え、自分の

意見を主張するより意見を聞き入れる柔軟性を

持っています。牡牛座の頑固さを包み込むよう

に受け入れてくれるでしょう。

4月20日～5月20日



双子座
～ふたご～

知性が高く、好奇心旺盛で様々なことに興味を示し行動

する、アクティブな人。

生命エネルギーが強く、コミュニケーション能力にかけ

ていて、論理的な発言で周囲を納得させ、勢いを持って

周りを巻き込みながら、どんどん物事を動かしていきま

す。興味を持ったことは、全てに手をつけないと気が済

まない性格です。

気持ちが乗らないことには全く興味が湧かず、集中力が

続きませんが、どうしても達成しなければいけないもの

がある場合は、適度にブレイクを取りながら、完璧主義

のプライドをひとまず取り払い、こつこつと小さなもの

好奇心旺盛で様々なことに興味を示すが…

恋愛
社交的で、おしゃべり上手です。

常に周囲には多くの人が集まってくるでしょう。

恋愛関係で大きなトラブルを抱えたくない場合

は“ 自由 ”という言葉に対しての目線合わせをし

てから価値観の合う相手を選ぶことが大切です。

仕事
器用でもある双子座は多くの人から愛されるこ

とが多いのですが、仕事の器用さから逆に妬み

を買う場合があります。

仕事運自体は悪くないのですが、双子座は行動

することによって運気は大きく変わります。

金運
もともと金運はあまりよくないです。

好奇心が旺盛である性格が仇になり、多くのこ

とに対してお金を使ってしまう場合が多いです。

無駄遣いを極力控えることが金運の流れを変え

る方法となっています。

相性
天秤座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

自分とは少し違った観点の部分に惹かれ合うこ

とが多いので、相手に魅力を感じやすい相性と

なっています。

5月21日～6月21日

蟹座
～かにざ～

感受性豊かで、面倒見が良く、きめ細やかな心遣いがで

きる人。

ロマンチストであり、優しい性格の持ち主。困っている

人がいたら、自己犠牲をしてでも助けてあげたくなる母

性本能の強いところもあります。

特に身内には、惜しみなく時間と、お金を費やします。

周囲はあなたを必要とし、頼り甘えることもあるでしょ

うし、蟹座さんは他から頼られることは心地の良いこと

です。甘んじて受け入れましょう。

ただ、自分は良かれと思ってやったことが、実は相手に

はお節介だったということがあるかもしれません、相手

に必要なものは何か考えてみましょう。

感受性豊かで、面倒見が良く…

恋愛
多くの人との出会いがあるでしょう。

気配りができることから周りの人から印象が良

く、人から紹介してもらいやすいです。

紹介してもらっても気配り出来る様子は異性か

らも好かれやすいので、順調に恋愛を育みやす

いでしょう。

仕事
直感が鋭く、ひらめき多いアイデアマンです。

仕事場の仲間へ対する面倒見がよく、協調性が

あり、周囲からは頼りにされる存在です。

また、居心地の良い職場環境を作るために、オ

フィスをまるで自分の城のように飾ることを好

むでしょう。

金運
他の星座と比べて変動しにくいです。

しっかりとした収入が入ってくるのですが、そ

の入ってきた収入分をついつい使ってしまうの

が蟹座の特徴です。

そのためお金がたまりにくいので、計画的にお

金をつかうように心がけましょう。

相性
牡牛座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

蟹座さんは世話好きの人が多いため、頑固な牡

牛座さんを見て、つい気にかけてしまうことが

多いので、牡牛座さんはその気遣いが嬉しいと

感じやすいです。

6月22日～7月22日



獅子座
～ししざ～

明るい言動で人を元気にさせる力はある人。

しかし、心から楽しい気持ちのこともありますが、自分

の弱さを隠したくて、明るく振る舞っていることがある

のかも。だからこそ、人一倍の明るさを全面に出してい

るはず。楽しくしないと損とばかりに、茶化して見える

こともありますが、どんなことの中にも楽しさを見出そ

うとしているのです。

そんな明るく楽しそうに見える中で情熱的ではっきりと

した部分もあります。

精神面でも多少のことで取り乱したりすることはないで

しょう。

どんなときにも楽しそうに見えますが…

7月23日～8月22日

乙女座
～おとめざ～

人見知りで、内向的ですが、初々しい情熱と向上心をもっ

ている人。

知的で世界への好奇心を絶やすことはなく、流動性ある

考え方ができます。気持ちを積極的に言えないことが多

いようですが、ある程度の距離を保って全体をみること

ができます。繊細なところがあり、ちょっとしたことで

悲観的になりやすいです。また、おとめ座さんにとって

趣味は必要です。それが良い息抜きとなります。

人の役に立ちたいと思ったりするので、頼みことには断

れすに、あとで責任を取るために面倒なことになりそう

です。断るということも大切です。

人見知りで、内向的なところもありますがですが…

8月23日～9月22日

恋愛
根は明るくて、派手なもの好きで常に人が周り

にいて人気者です。

自分のことを認めてくれてる人や愛を惜しみな

く注いでくれるひとなどをすきになるでしょう。

振り向いて欲しいがため、相手を拘束するよう

になるでしょう。

仕事
向上心あり、縁の下の力持ちとなります。サポー

ト役にまわると、才能を存分に発揮しやすくな

りますが、あなたは素直で相手の言葉をストレー

トに受け取るので、お世辞に気づくことが少々

苦手です。なので異常にあなたを持ち上げる人

には要注意しましょう。

金運
あなたは恵まれた仕事運を持ちます。独立や起

業で成功すると生涯で扱うお金の額がケタ違い

になる可能性も。優れたビジネスセンスと度胸

と行動力でガンガン稼げるはずです。

責任のあるポジションや重要案件を任されたり

するかもしれません。

相性
射手座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

相性は良いものの、意思がぶつかり合ってしま

うことがあります。しかし、お互いに分かりあ

えるところがあるため、すぐに仲直りができま

す。大切にしましょう。

恋愛
人見知りで、ガラスのハートを持っていますの

で、自分が傷つきたくない気持ちの裏返しと言

えるでしょう。

しかし、相性や気の合う相手だと大胆にせめて

いくところもあります。気をつけましょう。

仕事
根が真面目で落ち着きがあり、感情的にならず、

どっしりと腰を構え仕事をすることができます。

派手なことがあまり好きではないですが、縁の

下の力持ち的な、チームや会社を支える、頼れ

る存在でしょう。

金運
金運に関して、実はかなりのツキを持っていま

す。ただし堅実派なだけに、その運は入ってき

ても活かせないままに終わってしまいがち。も

ともと人徳があり、授かり運にも恵まれている

ので、通帳をいくつかに分けておくとさらに良

いでしょう。

相性
水瓶座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

水瓶座さんは争いを好まず楽観的に物事をとら

えています。自分からは積極的に関わろうとし

ませんが、良き相談相手になってくれます。



天秤座
～てんびんざ～

愛想が良く、チャーミングな人。

社交的で打ち解けやすいので、たくさんの人から愛され

ます。精神的なストレスば一番の敵で、できる限り波風

立てぬ人生を生きないと願っています。

対人関係においては、少しの争いごとも苦手で、その場

をおさめるに全力を注ぐでしょう。

煮詰まると、全てをなげだしたくなりますから、目の前

のことを曖昧にしたり、放置することのないように、け

じめをつける意味でも、人に相談してサポートを頼むと

良いでしょう。

愛想が良く、チャーミングな人ですが…

恋愛
優しいということから好かれやすく、色々な出

会いが訪れやすいです。

しかし、出会いって仲良くはなれるのですが、

その優しさに甘えてしまうことが多く、友達止

まりである場合が多いです。

仕事
人間関係が重要で、どのような人が部下・上司

かで大きく変わります。

良い人に巡り会えると最高の関係になれるので

すが、悪い人に出会ってしまうとあなたの優し

さにつけこむ人が現れ、足をひっぱってくるか

もしれません。

金運
周りの人に優しくすることから食事や遊びに誘

われることが多いです。そのため、貯金をした

くても消費してしまうお金が多く、なかなか貯

金がたまらないという悩みがつきやすいです。

優しいことは良いことなのですが、なるべく負

担をかけないようにしましょう。

相性
双子座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

時間を忘れてしまうぐらいの仲良くになりやす

く、友達でももちろん良い関係を作りやすいで

すが、恋人になるとさらに良い関係になりやす

いです。

9月23日～10月23日

蠍座
～さそりざ～

曲がったことが嫌いで、人にも自分にも厳しい人。

直感が鋭く、洞察力があり、相手のちょっとした変化に

も敏感です。

シャイなところもありますが、情熱的で一つの物事に対

してどこまでも追求して、深く深く掘り下げていくこと

が多いです。そのため、一つの気になることの知識を誰

よりも知っていることが多いです。

謎の多い人だと感じますが、そのミステリアス感がたま

らなく神秘的で、人の心をとらえて魅了するでしょう。

ミステリアスで謎が多く見えますが…

恋愛
蠍座さんは一途な人が多いので、一度良い人と

出会うとそのままゴールまでたどり着くような

恋愛に発展しやすいです。

情熱さから引いてしまう人もいますが、その情

熱的な恋が大好きな異性もいますので、恋愛面

においては苦労することが少なそうです。

仕事
大小に関わらず、会社やチームを引っ張ってい

く、頼れるボス的存在です。

言葉に力があり、カリスマ的に周囲をまとめる

能力は、物事を曖昧にしないという素晴らしい

習慣の産物です。

金運
大きな仕事を任されやすいのですが、その任さ

れた仕事に対して研究するためにお金を注ぎ込

んでしまう場合が多いです。

そのため、気がつくとお金が消費されている状

態が多く、貯金がたまりにくいでしょう。

相性
山羊座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

真剣に物事を取り組む人が多い山羊座さんの姿

勢を蠍座さんは好み、意気投合しやすいです。

一緒に成長しあえるような関係になるでしょう。

10月24日～11月21日



射手座
～いてざ～

エネルギーが強く、明るくて外交的な人。

生まれつき持ったパワーと積極性で物事をどんどん動か

していける能力があります。隠し事をしないオープンな

性格で、親しみやすくたくさんの人から愛されるでしょ

う。自由をこよなく愛する活発的なタイプなので、束縛

されることを嫌います。感情的に不安定になると、全て

を投げ出したくなる時や、無責任な言動が無目立つ場合

があります。

楽観的な性格なので、そこまで引きずることはありませ

んが、自分は何が得意で短所はどんなところかを客観視

してみましょう。

どんなときにも楽しそうに見えますが…

恋愛
良き友人のような恋愛相手に求めるところがあ

ります。

ベタベタと距離の近い、ボディタッチだらけの

関係はあまり好きではなく、あっさり淡白だけ

ども気持ちはしっかり通じ合って、お互いに理

解し合える人との関係を好みます。

仕事
自由を愛する射手座さんですが、人と波長を合

わせたり、その場の状況に順応する能力があり

ます。勉強家で幅広い知識を持っていて、どん

な職場でも臨機応変に振る舞うことができます。

ただ、気ままに仕事をしたいのが本音なところ

です。

金運
自分の興味のあることには惜しみなくお金を

使ってしまう傾向があります。ただ、手元に多

くのお金が残らなくても、生きていけさえすれ

ば自分なりの幸福を見出せる強さも持っていま

す。お金に左右されることなく、自分の価値観

で人生を楽しむことができると言えるでしょう。

相性
蠍座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

蠍座は情熱的な人が多いのですが、その情熱に

心を打たれることが多く、素直に一緒に行動す

ることができます。一緒にいて良いところを伸

ばし合えるような関係になれるでしょう。

11月22日～12月21日

山羊座
～やぎざ～

几帳面で現実思考な真面目な人。

行き当たりばったりは苦手です。石橋を叩いても渡らな

いような、とても慎重な面があり、周囲からは不思議が

られますが、山羊座さんにとっては準備する期間をしっ

かり取ることは大切です。

苦手なこと初めてのことに挑戦する際は、しっかりと事

前に準備をして、成功出来る確信を持ってから、次へ進

むようにしましょう。

たとえ今、成功に繋がらなかったとしても、次のチャン

スのための糧として、失敗から学び、しっかりと自分の

ものにすることができます。

周囲からは不思議がられますが…

12月23日～1月19日

恋愛
根は明るくて、派手なもの好きで常に人が周り

にいて人気者です。

自分のことを認めてくれてる人や愛を惜しみな

く注いでくれるひとなどをすきになるでしょう。

振り向いて欲しいかため、相手を高速するよう

になるでしょう。

仕事
向上心あり、縁の下の力持ちとなります。サポー

ト役にまわると、才能を存分に発揮しやすくな

りますが、あなたは素直で相手の言葉をストレー

トに受け取るので、お世辞に気づくことが少々

苦手です。なので異常にあなたを持ち上げる人

には要注意しましょう。

金運
あなたは恵まれた仕事運を持ちます。独立や起

業で成功すると生涯で扱うお金の額がケタ違い

になる可能性も。優れたビジネスセンスと度胸

と行動力でガンガン稼げるはずです。

責任のあるポジションや重要案件を任されたり

するかもしれません。

相性
乙女座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

お互いに派手さを求めない部分も似ています。

リーダーの素質がある山羊座と、リーダーには

不向きですが細かい仕事が得意な乙女座は、友

人関係だけではなく、仕事の場などでもお互い

に長所を発揮し合える相手となるでしょう。



水瓶座
～みずがめざ～

柔軟で型にはまらない頭脳を持っている人。

会うたびに印象が違うような七変化する不思議ちゃんが

多いです。感情のコントロールが上手で、流されずに、

逆に他にどんどん影響を与える行動力があります。繊細

で傷つきやすい面がありますが、主体を自分に置くのか、

相手におくのか、目線を変えることができれば、不必要

な繊細さは簡単に克服できるでしょう。

しかし、時に周囲を置いてけぼりにしがちなので、チー

ムの行動の際には、周りに目を配ることも大切です。

七変化する不思議ちゃんですが…

恋愛
物事に対してフリーダムな考えの持ち主で恋愛

も自由主義です。

しかし、恋愛運について強い縁があり、魚座さ

んの直感が自分と恋愛の相性が良い人を導いて

くれることが多く、しっかりとした出会いを見

つけることができるやすいです。

仕事
自分のやりたい仕事に就くことができたら最大

限にあなたの力を活かせることができます。

仕事が自分のやりたいことだったら他の人に負

けないぐらいの才能を開花させやすいので、事

後と選びをしっかりとするようにしましょう、

金運
あなたは恵まれた仕事運を持ちます。独立や起

業で成功すると生涯で扱うお金の額がケタ違い

になる可能性も。優れたビジネスセンスと度胸

と行動力でガンガン稼げるはずです。

責任のあるポジションや重要案件を任されたり

するかもしれません。

相性
魚座さんとの相性がもっとも良いでしょう。魚

魚座さんとは恋愛面において相性が高く、恋人

や結婚相手として文句なしの関係と言えます。

どちらかが困っているような状況でも救いあい

補える非常に要綱な関係を築きやすいです。

1月20日～2月28日

魚座
～うおざ～

繊細な心を持っている人。

芸術や占いなどスピリチュアルな世界にも興味を持って

いて、周囲に人間離れしたような印象を与えているかも

しれません。涙もろく、気分屋で、ストレスがたまると

攻撃的になってしまうことがありますが、それはあなた

我慢が限界をむかえたしるしです。できる限り穏便に過

ごしたいと平和な世界を願っています。なので、自分の

できる限りのサービス精神で人に尽くします。

繊細な気遣いと丁寧なあなたは、頼りになる存在として

活躍することができるでしょう。

繊細な心を持っている人ですが…

恋愛
どこか放って置けず、大切に愛でられることが

あります。愛情に触れていて、人のために行動

できる自己犠牲の精神を生まれながらにして持

ち合わせています。

相手に寄り添い、気持ちを合わせることが大切

です。

仕事
会社や個人の利益よりも、自分を必要としてく

れる人のために、義理人情で行動してしまうこ

とがあり、自分の手元にはあまりお金が残らな

いなんてこともあるかもしれません。

事前に予算計画を立てておくと良いでしょう。

金運
魚座と金運は残念ながらあまり縁がないです。

完璧に縁がないというほどではありませんが、

お金に執着すればするほど金運が逃げていって

しまうことが多いので、金運に縋りつかないよ

うにしましょう。

相性
牡羊座さんとの相性がもっとも良いでしょう。

堅実でしっかり者の牡羊座さんは気分屋ですこ

しマイペースな人が多い魚座さんを引っ張って

くれます。

お互いに成長しあえる関係になるでしょう。

2月19日～3月20日


