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自由選択受講コース

★カテゴリー１：ベーシックマスターシリーズ

占星術の基礎をしっかり身に着けていただくカテゴリーです。占星術を様々な分野に適
用していく上で基本となる知識やテクニックが習得できます。
講座 ID

基礎 211

講座名

バースチャートの解釈 I

ねらい

占星術の基礎を、順を踏んで学習し、バースチャート（ホロスコープ）の解
釈を統合していく１番目の講座として、ゾディアックの１２サインについて
学習します。

内

容

・バースチャートの構成要素とその概観
・ゾディアックのサインを理解する
・太陽、月、アセンダントのサイン～パーソナリティを概観する～

テキスト

『あなたのための占星術』
（コスモスライブラリー）別売

講義構成

基本：50 分講義×6 回

備

ライセンス認定講座の受講要件となる４基礎講座の１つです。

考

受講料

13,200 円(税込)

（資格 690：J.C.A.２級認定プレ講座としてまとめ受講もできます）

講座 ID

基礎 212

講座名

バースチャートの解釈 II

ねらい

占星術の基礎を、順を踏んで学習し、バースチャート（ホロスコープ）の解
釈を統合していく２番目の講座として、主要１０天体について学び、天体の
サイン、ハウス位置の解釈法を習得します。

内

容

・チャートの中のアクティブプレイヤー：天体の働きを理解する
～パーソナル天体、ソーシャル天体、トランスパーソナル天体～
・ハウスについて
・天体のサイン、ハウス位置での解釈
・４大小惑星、キロンについて（概観）

テキスト

『あなたのための占星術』
（コスモスライブラリー）別売

講義構成

基本：50 分講義×6 回

備

ライセンス認定講座の受講要件となる４基礎講座の１つです。

考

受講料

13,200 円(税込)

（資格 690：J.C.A.２級認定プレ講座としてまとめ受講もできます）
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講座 ID

基礎 213

講座名

バースチャートの解釈Ⅲ

ねらい

占星術の基礎を、順を踏んで学習し、バースチャート（ホロスコープ）の解
釈を統合していく３番目の講座として、アスペクトとその解釈を学び、解釈
を統合するスキルを習得します。

内

容

・メジャーアスペクトと特殊なアスペクトパターン
・逆行天体やインターセプトサイン、天体パターンなどの理解
・バースチャート解釈を統合する

テキスト

『あなたのための占星術』
（コスモスライブラリー）別売

講義構成

基本：50 分講義×6 回

備

ライセンス認定講座の受講要件となる４基礎講座の１つです。

考

受講料

13,200 円(税込)

（資格 690：J.C.A.２級認定プレ講座としてまとめ受講もできます）

講座 ID

基礎 214

講座名

タイミング分析基礎（未来予測基礎）

ねらい

占星術での主要な分析手法の１つであるタイミング分析の基礎をトランジッ
ト法とその特殊系であるリターン法を中心に学習します。

内

容

・トランジットとは？－天体はどのようにゾディアックを通過するのか－
・トランジットを用いた主な解釈メソッド
・ソーラーリターンによる年運分析メソッド
・ルナーリターンとルネーション、イクリプス（食）の分析メソッド
・天体のリターンや会合周期による中・長期的分析メソッド

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

ライセンス認定講座の受講要件となる４基礎講座の１つです。

考

受講料

17,160 円（税込）

（資格 690：J.C.A.２級認定プレ講座としてまとめ受講もできます）
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講座 ID

基礎 215

講座名

リレーションシップ分析基礎（シナストリー基礎）

ねらい

シナストリー占星術としても知られる占星術の主要な分析の１つであるリレ
ーションシップ分析の基礎を「オーバーレイ」方式のチャート比較手法を中
心に学習します。

内

容

１．概論＆シナストリーのプロセス
２．個々のバースチャートの分析
３．クロスチャート分析（エレメント・アスペクト・天体）
４．占星術的影響の解釈（サイン分析・共通テーマなど）
５．良い関係を作る要素と壊す要素

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

J.C.A.２級ライセンス認定に必須の共通基礎２講座の１つです。

考

講座名

受講料

17,160 円（税込）

講座 ID

基礎 216

主な感受点とテーマ別チャート分析

ねらい

チャートの主要な感受点について学習します。また、職業や健康などのテー
マ別にチャートを分析する手法の基礎を習得します。

内

容

・チャートの基本構造を形作る４つのアングル
・月のノードとパート・オブ・フォーチュン
・代替アセンダント（Anti Vx、Eq など）
・テーマ別にチャートを分析する（職業、健康、愛情など）

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

J.C.A.２級ライセンス認定に必須の共通基礎２講座の１つです。

考
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講座 ID

中級 311

講座名

タイミング分析中級

ねらい

占星術での主要な分析の１つであるタイミング分析の中級編として、プログ
レッションとその特殊系であるディレクションを中心に学習します。

内

容

・プログレッションとは？
－トランジットとの違いと天体を進行させる様々な方法－
・セコンダリープログレッションを用いた主な解釈メソッド
・ソーラーアークディレクションを用いた主な解釈メソッド
・ソーラーリターンとアニュアルプロフェクションを用いた年運分析
・その他のプログレッションを用いた分析メソッド
（ターシャリー、マイナー、コンバースプログレッションなど）

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

基礎 214 修了者またはその同等の知識・スキルを有する人向けの講座です。

考

講座名

受講料

22,440 円（税込）

講座 ID

中級 312

リレーションシップ分析中級

ねらい

占星術での主要な分析の１つであるリレーションシップ分析の中級編とし
て、コンポジットチャートの分析メソッドとリレーションシップの時期的な
分析手法（トランジット、プログレス等の考慮）を中心に学習します。

内

容

・コンポジットチャートのバリエーションを理解する
・コンポジットチャートを用いたリレーションシップの分析
・シナストリーの時期的な分析
・他のシナストリー分析手法
愛のアステロイドを用いた分析、月のノースノードチャートなど

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

基礎 215 修了者またはその同等の知識・スキルを有する人向けの講座です。

考
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★カテゴリー２：モダンテクニックマスターシリーズ

従来の伝統的占星術の概念に対する新たな視点からのアプローチとして、特に２０世紀
中葉から多くの占星家によって研究されてきたテクニックの数々を学べるカテゴリーです。
どのテクニックも出生占星術系とマンデン占星術系の両方に適用することができます。
講座 ID

中級 314

講座名

アステロイド（小惑星）占星術

ねらい

主な小惑星のチャート解釈への用い方を学習します（ネイタル及びマンデン
チャート解釈への適用）。

内

容

・４大小惑星＆キロンの実践的解釈
・主な神話元型的アステロイドを用いた実践的解釈
～カウンセリングにおける効果的なイメージ想起とヒーリングテクニック
・様々なアステロイドを用いた解釈事例研究

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

受講料

22,440 円（税込）

考

講座 ID

中級 315

講座名

マイナーアスペクトとハーモニック占星術

ねらい

アスペクトとハーモニックの概念について円分割としてのアスペクトの理解
を深め、第５、７、９ハーモニックとマイナーアスペクトを中心に、ハーモ
ニックチャートの解釈法や、マイナーアスペクトの解釈法を学習します。

内

容

・ジョン・アディ―の研究
・アスペクトの強さとオーブ
・ハーモニックチャートとは？
・マイナーアスペクトと主なハーモニックチャート
・ハーモニックチャート分析の実際

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

考
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講座 ID

専門 409

講座名

ミッドポイント理論とその応用

ねらい

ミッドポイント理論についての基礎を理解し、その基本テクニックからその
応用までを学習します。個人のチャートの解釈だけでなくマンデン（特にフ
ァイナンシャル）分析まで幅広く用いられるテクニックを習得します。

内

容

・ミッドポイントとは？ ～起源とその発展～
・ミッドポイント構造（ストラクチャー）とその解釈
・グラフィックエフェメリス
・トランジットやプログレスのミッドポイント構造の分析
・９０度ダイヤル
・ウラニアン天体について

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

考
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★カテゴリー３：クラシックテクニックマスターシリーズ

プロジェクト・ハインドサイトなどを中心に 1990 年代から進められてきた古典メソッド
の研究について学ぶカテゴリーです。古典メソッドを単なる歴史や伝統として踏襲するの
ではなく、現代占星術への応用という点に焦点を当てたアプローチをします。
講座 ID

中級 316

講座名

ネオクラシック占星術

ねらい

古典のテクニックの近年の復興と共に、それらの現代的な解釈手法や活用法
が研究されています。これらを実践に生かしていくための知識とスキルを学
習します。

内

容

・古典占星術復興についての外観
・伝統的ルーラーシップ
・天体のディグニティ（エッセンシャル＆アクシデンタル）
・ミューチャル・レセプション、パート・オブ・フォーチュン他
・プロフェクション（概観）
・古典メソッドの現代占星術解釈への活用

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

受講料

22,440 円（税込）

考

講座 ID

専門 413

講座名

ヘレニズム占星術１

ねらい

主にドロセウス、プトレミー、バレンスらが用いたヘレニズム占星術の基本
メソッドを学習します。

内

容

・ヘレニズム占星術概観
・天体－星の性質、７天体の影響力
・ゾディアック－１２のサインと６０のバウンド
・場所（ハウス）－１２の場所と１２ターン
・コンフィグレーション（アスペクト）
・アセンダントのドミサイルロード

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

考
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講座 ID

専門 414

講座名

ヘレニズム占星術Ⅱ

ねらい

ヘレニズム占星術の基本メソッドに加えて、より実践的な手法のいくつかを
学習し、より深いチャートの理解、解釈法を習得します。

内

容

・セクトライト－ヘレニズム占星術での太陽と月
・７つのロット
・アニュアルプロフェクション
・ゾディエカル・リリーシング

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 413 の修了者または同等の知識・スキルを有する方が対象の講座です。

考

講座名

受講料

27,720 円（税込）

講座 ID

専門 415

ミディーバルホラリー

ねらい

１３世紀の代表的占星家、グイド・ボナッチが実際に用いたメソッドをベー
スに古典のテクニックを現代の実践占星学に応用していきます。

内

容

・グイド・ボナッチについて
・146 の考慮（概観）
・レセプションとパーフェクション
・『Liber Astronomiae (Book of Astronomy)』からの事例研究

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

中級 316 修了程度のクラシック占星術の基礎知識があることが望ましい。

考
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★カテゴリー４：カウンセリング＆セラピー型アプローチシリーズ

アストロ・サイコロジーをベースに占星術の理論を再構築し、カウンセリングやセラピー
の分野に適用していくことを学ぶカテゴリーです。
個人が直面する様々な悩みや問題の要因を占星チャートの中に求め、それらと向き合う
ことで問題の解決や将来への適切な目標設定などにつなげていくアプローチです。
講座 ID

中級 399

講座名

カウンセリング基礎＆セッション構成

ねらい

J.C.A.＜カウンセラー専攻＞のアストロ・カウンセラーとして占星術を実践
していく上で重要なカウンセリングについての基礎知識と実際にセッション
をどう構成していくかを学習します。

内

容

・カウンセリングとコンサルテーション
・クライエント（来談者）中心のカウンセリング
・アストロ・カウンセリングの実際
・セッションの構成を考える
・セッションプランを作る

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

J.C.A.２級カウンセラー認定に必須の中級２講座の１つです。

考

受講料

22,440 円（税込）

この講座はライセンス認定講座のみでの提供となります。

講座 ID

専門 405

講座名

アストロ・サイコロジーⅠ

ねらい

占星術の心理学的なアプローチの基本をしっかりと学んでいく最初の講座
で、サインや天体の心理学的理解を深めます。

内

容

・ゾディアックの心理学的な理解 ～大宇宙から小宇宙へ～
・レジェンドを理解する
～ポラリティ、エレメント、モダリティ、パースペクティブ～
・基本欲求としてのサイン～アーキタイプ、発展段階、特質、テーマ～
・アーキタイプ的なプロセスとしての天体の働き

テキスト

アストロ・サイコロジー教本（ジャネット）別売、プリント（PDF）教材

講義構成

基本 70 分×6 回

備

J.C.A.１級カウンセラー認定に必須の専門４講座の１つです。

考
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講座 ID

専門 406

講座名

アストロ・サイコロジーⅡ

ねらい

占星術の心理学的なアプローチの基本をしっかりと学んでいく２番目の講座
で、アストロ・サイコロジーⅠで学習した内容をさらに進め、心理的な環境
としてのハウスについて学習し、ライフストーリーの筋書きを理解していく
までを学習します。

内

容

・サインにある天体を解釈する法則
・心理的な環境としてのハウス
・ライフストーリーの設定を確立する
・ライフストーリーの筋書きを理解する

テキスト

アストロ・サイコロジー教本（ジャネット）別売、プリント（PDF）教材

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 405 修了者が対象の講座です。

考

受講料

27,720 円（税込）

J.C.A.１級カウンセラー認定に必須の専門４講座の１つです。

講座 ID

専門 416

講座名

アストロ・サイコロジーⅢ

ねらい

占星術の心理学的なアプローチの基本をしっかりと学んでいく３番目の講座
で、個人的神話の中心テーマとなるアスペクトを理解し、ホロスコープを統
合してライフストーリーを解釈していくまでを学習します。

内

容

・個人的な神話としてのアスペクト～中心テーマと芯となる葛藤
・ライフストーリーを解釈する
・診断ツールとしてのホロスコープ解釈

テキスト

アストロ・サイコロジー教本（ジャネット）別売、プリント（PDF）教材

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 406 修了者が対象の講座です。

考

受講料

27,720 円（税込）

J.C.A.１級カウンセラー認定に必須の専門４講座の１つです。
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講座 ID

専門 420

講座名

心理占星学実践

ねらい

アストロ・サイコロジーの理論をセラピーやカウンセリングにおける診断ツ
ールとして用いていくメソッドを学び、どのように占星チャートが示す要素
を統合して解釈していくかを学習します。

内

容

・月のサインが示す無意識の傾聴スタイル
・第２ハウスと価値観や自己価値
・チャートのアングル軸が示す光と影
～個人がいだきやすいコンプレックスやシャドウ～
・困難なアスペクトを持つクライントへのアストロ・カウンセリングの実際
・個人の成長と自己実現に役立てていく占星チャートの活かし方

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

アストロ・サイコロジーⅠ～Ⅲ受講修了生及び同等レベルの知識とスキルの

考

受講料

27,720 円（税込）

ある方向けの講座です。
J.C.A.１級カウンセラー認定に必須の専門４講座の１つです。

講座 ID

専門 431

講座名

メディカル・アストロロジーＩ [基礎理論編]

ねらい

メディカル・アストロロジー（医療占星術）の伝統的教義に、現代心理占星
学の観点からの考察を加え、
「こころとからだ」への占星術の洞察を健康の維
持・改善・予防への鍵として役立てていこうとするホリスティックなアプロ
ーチをしていくための基礎理論を学習します。

内

容

・メディカル・アストロロジーとは？
・メディカル・アストロロジーでの天体
・メディカル・アストロロジーでのサイン
・メディカル・アストロロジーでのハウス
・メディカル・アストロロジーでのアスペクト
・サイン軸＆主要ミッドポイントと病理学との関係

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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講座 ID

専門 432

講座名

メディカル・アストロロジーII [セラピー実践編]

ねらい

メディカル・アストロロジー（医療占星術）の伝統的教義に、現代心理占星
学の観点からの考察を加え、
「こころとからだ」への占星術の洞察を健康の維
持・改善・予防への鍵として役立てていこうとするホリスティックなアプロ
ーチをしていくセラピー実践スキルを習得します。

内

容

・アストロ・セラピーの鍵になる気質の分析
・サイクルとタイミングによる分析
・個人の健康の変化の予測と予防
・『パーソナル健康マニュアル』を作る～解釈の統合～
・事例研究

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 431 修了者が対象の講座です。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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★カテゴリー５：応用複合テクニックシリーズ

占星術の基本テクニックの特定領域への応用や、いくつかのテクニックの複合による実
践的な活用法を学習していくカテゴリーです。講師自身が実践しているアストロ・コンサル
ティング手法の中でもより活用度合いの高いものを中心に構成しています。
講座 ID

中級 313

講座名

ルネーション＆ライフサイクル

ねらい

ルネーションサイクルの８フェイズの象意を理解し、その活用テクニックを
習得します。人生の長期的な展望－ライフサイクル－をみていく上で重要な
指標となるルネーションサイクルの解釈法を学びます。

内

容

・月のサイクル（周期）とフェイズ（位相）
・毎月の月のフェイズの占星術的特徴
・ネイタルの月のフェイズのパーソナリティ
・プログレスの月のフェイズ
・・プログレスのルネーションサイクルとライフサイクル

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本：60 分×6 回

備

J.C.A.２級カウンセラー認定に必須の中級２講座の１つです。

考

講座名

受講料

22,440 円（税込）

講座 ID

専門 402

ロケーション占星術

ねらい

国内や特定地域はもちろん全世界規模で場所との関係をみていくロケーショ
ン占星術の主要なテクニックをマスターします。西洋占星術での風水とも言
われるローカルスペースについても学習します。

内

容

・ロケーション（アストロ・ローカリティ）占星術の歴史概観
・バースチャートのリロケートとその解釈
・アストロ・マップ等のロケーションマップとその活用法
・ローカルスペース（マップ＆チャート）その他のローカリティメソッド
とその活用法

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

J.C.A.１級コンサルタント認定に必須の専門４講座の１つです。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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講座 ID

専門 403

講座名

職業・キャリア占星術（キャリア＆ライフデザイン）

ねらい

占星家として個人のクライアントからご相談を受ける際に最も多いテーマは
愛情と仕事です。この仕事に関しての占星術からの分析法、実践スキルを身
につけていただきます。

内

容

・ネイタルチャートが示す才能とスキル
・ネイタルチャートが示すベストな仕事環境
・職業・キャリアハウスの解釈
・職業・キャリアと火星・土星、外天体
・トランジットとタイミング
・ライフプランニングへの活用

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

J.C.A.１級コンサルタント認定に必須の専門４講座の１つです。

考

講座名

受講料

27,720 円（税込）

講座 ID

専門 412

ソーラーリターン年運詳細

ねらい

ソーラーリターンチャートの実践的な分析テクニックと１年間の詳細な外的
及び内的出来事をどのようにフォーキャストしていくかを学習します。

内

容

・１年の全般的な運気傾向
・太陽が入るハウスと動きのある領域
・ソーラーリターンチャートのアングル
・特定の分野への調和とストレス
・重要な時期の予測
・リロケートによる開運法（概論）

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

J.C.A.１級コンサルタント認定に必須の専門４講座の１つです。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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講座 ID

専門 422

講座名

トランジット＆プログレス応用

ねらい

占星術での主要な分析の１つであるタイミング分析の上級編として、トラン
ジットと各種プログレス＆ディレクションの実践テクニックをマスターして
いただきます。

内

容

・ネイタル、プログレス、トランジットの３重円を統合する解釈法
・ターシャリーなどのマイナープログレスメソッドの活用法
・主要なトランジット天体がもたらす人生リズムとその深い理解
・レクティフィケーションテクニックへの応用

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

基礎 214＆中級 311 修了者向けの講座です。

考

講座名

受講料

27,720 円（税込）

講座 ID

専門 423

相性＆人間関係分析応用

ねらい

シナストリーやコンポジットなど占星術で用いられるリレーションシップの
分析メソッドの実践応用力を習得します。

内

容

・恋愛や結婚、友人関係や上司と部下など様々な人間関係分析の事例研究
・アストロ・ケミストリー／アストロ・アルケミーの視点からの分析法
・タイミング分析との統合による応用実践的テクニック

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

基礎 215＆中級 312 修了者向けの講座です。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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★カテゴリー６：マンデン・ビジネス・ファイナンシャル占星学シリーズ

政治。経済などの社会情勢や金融市場動向の分析に占星術を適用するテクニックを学ぶ
カテゴリーです。天体サイクルやイングレス、ルネーションなどの基本テクニックとアスト
ロ・マップ、デクリネーションなど様々なテクニックを複合しながらより実践的な活用法を
学習します。
講座 ID

専門 408

講座名

マンデン占星学

ねらい

マンデン占星学で用いられる主要なメソッドを学習し、ビジネスコンサルテ
ィングやマーケット分析等に不可欠のマンデンテクニックを習得します。

内

容

・概論 ～歴史的発展の経緯、ネイタルチャート解釈との違い
・マンデンチャートでの天体、ハウスの意味と解釈
・国家のチャート、国家元首のチャート、イングレスチャート
・マンデン予測のテクニック、重要な時期の分析法
・ローカリティ（アストロ・マップ、ジオディティック・マップ）
・イクリプス＆イクリプスマップの用い方
・イベントチャート～地震、天変地異、戦争など

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

受講料

27,720 円（税込）

考

講座 ID

専門 410

講座名

ファイナンシャル占星学

ねらい

アストロ・エコノミクスとしても知られる占星術の経済、金融市場分析への
適用の主要なテクニックを習得します。

内

容

・概論 ～主要なメソッドと占星術基礎概念の理解～
・個々のビジネスチャート（国、企業、プロジェクト等）の分析法
・木星、土星、及び外天体のサイクルと金融・経済分析
・月～火星の動きを中心とした金融マーケットのタイミング分析法
・自分に適した投資ターゲットの選び方（グラフィックエフェメリスの活用）

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門シリーズの講座ですが、はじめにマーケット分析に必要な占星術基礎知

考

受講料

27,720 円（税込）

識について学習しますから、占星術自体は初心者の方でも受講できます。

Copyright JANet Inc.
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講座 ID

専門 411

講座名

ビジネス占星学

ねらい

ビジネスにおける様々なクライアントの問題に占星術の理論やメソッドを複
合的に応用して占星術の視点からのアドバイスが行えるスキルを習得しま
す。

内

容

・ビジネス占星学とは？
・簡易的なエレクション～日々の月の動きでみる日の選択
・ビジネス占星術でのエレクション事例
・会社（事業）の中・長期的展望
・ビジネス占星術でのロケーションメソッドの適用

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 402（ロケーション）、専門 425（エレクション）等の知識やスキルのあ

考

受講料

27,720 円（税込）

る人向けの講座です。

講座 ID

専門 424

講座名

マンデン＆経済・ファイナンシャル占星学応用

ねらい

専門 408、専門 410、専門 411 等で学習した知識がスキルを複合的に組み合
わせて、政治、経済など世界情勢分析に応用する実践力を習得します。

内

容

講座開講時の主要なジオコスミック・シグニチャーと短期的、中・中長期的
世情分析など、取り上げるテーマは開講時によって異なります。

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 408、専門 410、専門 411 修了者向けの講座です。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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★カテゴリー７：モダンホラリー＆エレクションマスターシリーズ

基礎シリーズ講座など現代占星術の基本を学んだ方に最適なホラリーやエレクションを
学ぶカテゴリーです。
講座 ID

専門 407

講座名

モダンホラリー占星術Ⅰ

ねらい

ホラリーは古い歴史を持つ占星術の分野ですが、この講座では伝統的な手法
（ウイリアム・リリーなど）にとらわれず、現代占星術の視点から具体的な
事例チャートを多数用いてシンプルなモダンホラリーテクニックの基礎をマ
スターしていきます。

内

容

・概論
・基本ルール１ ～ルーラーの定義、チャートを描く時機、派生ハウス
・基本ルール２ ～シグニフィケーター、ホラリーチャートのハウス
・ホラリーチャートでのアスペクトの考察
・その他の要素の考察
～パート・オブ・フォーチュン、天体スピード、逆行天体など

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

受講料

27,720 円（税込）

考

講座 ID

専門 417

講座名

モダンホラリー占星術Ⅱ

ねらい

専門 407 で学習したモダンホラリーチャートの基本解釈法をベースに、事例
チャート解釈演習を中心に様々なホラリークエスチョンへの実践的な応用テ
クニックを習得します。

内

容

講師の用意するいくつかの事例解釈の他、受講生個々がホラリークエスチョ
ンを持ちより解釈演習を行っていきます。

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

専門 407 修了者向けの講座です。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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講座 ID

専門 425

講座名

エレクション占星術

ねらい

エレクションは古い歴史を持つ占星術の分野です。伝統的な手法の基本を押
さえつつ、現代占星術を中心にチャート解釈の手法を学んできた人にとって
もスムーズに活用できる実践的なスキルを習得します。

内

容

・エレクション占星術とは？
・エレクションでの主要な考慮点と優先順位
・エレクションチャートをセットする
・エレクションでの月とその他の考慮点
・エレクション事例研究

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 70 分×6 回

備

J.C.A.１級コンサルタント認定に必須の専門４講座の１つです。

考

Copyright JANet Inc.

受講料

27,720 円（税込）
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ライセンス（J.C.A.）認定コース
講座 ID

資格 611

講座名

J.C.A. ２級認定共通基礎講座

ねらい

J.C.A.(JANet Certified Astrologer)２級認定に必要な知識とスキルを習得し
ます。アストロ・カウンセラー、アストロ・コンサルタントいずれを専攻す
るとしても共通して役立つ基礎知識＆スキルです。

内

容

基礎 215：リレーションシップ分析基礎
基礎 216：主要な感受点とテーマ別チャート分析

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 80 分×9 回

備

・受講対象は基礎 211～基礎 214 の講座の修了またはその同程度の知識・ス

考

受講料

33,000 円（税込）

キルを有する方です。
・認定に必要な各講座を自由選択で受講し、修了課題を提出することでも認
定は受けられます（但し受講料は各講座の受講料合計になります）。

講座 ID

資格 612

講座名

J.C.A. ２級カウンセラー専攻中級講座

ねらい

J.C.A.(JANet Certified Astrologer)２級カウンセラー専攻認定に必要な知識
とスキルを習得します。アストロ・カウンセラーとしてクライエントの相談
などに役立つ知識＆スキルです。

内

容

中級 313：ルネーション＆ライフサイクル
中級 399：カウンセリング基礎＆セッション構成
修了課題

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 80 分×9 回

備

・資格 611 修了者対象の講座です。

考

受講料

43,560 円（税込）

・認定に必要な各講座を自由選択で受講し、修了課題を提出することでも認
定は受けられます（但し受講料は各講座の受講料合計になります）。

Copyright JANet Inc.
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講座 ID

資格 613

講座名

J.C.A. ２級コンサルタント専攻中級講座

ねらい

J.C.A.(JANet Certified Astrologer)２級コンサルタント専攻認定に必要な知
識とスキルを習得します。アストロ・コンサルタントとしてクライアントの
相談などに役立つ知識＆スキルです。

内

容

中級 311：タイミング分析中級
中級 312：リレーションシップ分析中級
修了課題

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 80 分×9 回

備

・資格 611 修了者対象の講座です。

考

受講料

43,560 円（税込）

・認定に必要な各講座を自由選択で受講し、修了課題を提出することでも認
定は受けられます（但し受講料は各講座の受講料合計になります）。

講座 ID

資格 621

講座名

J.C.A. 1 級認定講座＜カウンセラー専攻＞

ねらい

J.C.A.(JANet Certified Astrologer)１級カウンセラー専攻認定に必要な知識
とスキルを習得します。アストロ・カウンセラーとしてクライエントの相談
に役立つ心理学的アプローチの占星術知識＆スキルをしっかり習得します。

内

容

専門 405：アストロ・サイコロジー１
専門 406：アストロ・サイコロジーⅡ
専門 416：アストロ・サイコロジーⅢ
専門 420：心理占星学実践
修了課題

テキスト

アストロ・サイコロジー教本（ジャネット）別売、プリント（PDF）教材

講義構成

基本 80 分×21 回（月 3 回 7 ヶ月） 受講料

備

・受講対象は資格 612 の J.C.A.２級＜カウンセラー専攻＞認定者です。

考

107,800 円（税込）

・認定に必要な各講座を自由選択で受講し、修了課題を提出することでも認
定は受けられます（但し受講料は各講座の受講料合計になります）。
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講座 ID

資格 622

講座名

J.C.A. 1 級認定講座＜コンサルタント専攻＞

ねらい

J.C.A.(JANet Certified Astrologer)１級コンサルタント専攻認定に必要な知
識とスキルを習得します。アストロ・コンサルタントとして来談者の様々な
相談に的確な占星術のアドバイスができる知識＆スキルを習得します。

内

容

専門 402：ロケーション占星術
専門 403：職業・キャリア占星術（キャリア＆ライフデザイン）
専門 412：ソーラーリターン＆年運詳細
専門 425：エレクション占星術
修了課題

テキスト

プリント教材（PDF）

講義構成

基本 80 分×21 回（月 3 回 7 ヶ月） 受講料

備

・受講対象は資格 613 の J.C.A.２級＜コンサルタント専攻＞認定者です。

考

107,800 円（税込）

・認定に必要な各講座を自由選択で受講し、修了課題を提出することでも認
定は受けられます（但し受講料は各講座の受講料合計になります）。

講座 ID

資格 690

ねらい

ライセンス認定講座受講に必要な占星術の基礎を習得します。

内

基礎 211：バースチャートの解釈 I

容

講座名

J.C.A.２級認定プレ講座

基礎 212：バースチャートの解釈 I
基礎 213：バースチャートの解釈 I
基礎 214：タイミング分析基礎
テキスト

『あなたのための占星術』
（コスモスライブラリー）別売、プリント教材

講義構成

基本 60 分×21 回

備

考
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受講料

55,000 円（税込）

