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六十干支の種類と三柱の特色

【 六十干支表 】

甲寅 51 甲辰 41 甲午 31 甲申 21 甲戌 11 甲子 1

乙卯 52 乙巳 42 乙未 32 乙酉 22 乙亥 12 乙丑 2

丙辰 53 丙午 43 丙申 33 丙戌 23 丙子 13 丙寅 3

丁巳 54 丁未 44 丁酉 34 丁亥 24 丁丑 14 丁卯 4

戊午 55 戊申 45 戊戌 35 戊子 25 戊寅 15 戊辰 5

己未 56 己酉 46 己亥 36 己丑 26 己卯 16 己巳 6

庚申 57 庚戌 47 庚子 37 庚寅 27 庚辰 17 庚午 7

辛酉 58 辛亥 48 辛丑 38 辛卯 28 辛巳 18 辛未 8

壬戌 59 壬子 49 壬寅 39 壬辰 29 壬午 19 壬申 9

癸亥 60 癸丑 50 癸卯 40 癸巳 30 癸未 20 癸酉 10

★六十干支と言うものは、上の表のように 60種類あります。ここについている

数字は、干支番号になります。そのために甲子ならば 1番干支と言う言い方

をします。

★それぞれの生年月日から割り出される干支は、60種類の中で三柱と言って

3本の干支が並んでいます。

このテキストでは、それぞれの干支の特色を簡単に説明して行きます。

★宿命の陰占の干支の三柱の干支には、出て来る場所によって特色があります。

● ● ●

● ● ●

｜ ｜ ｜

日 月 年

干 干 干

支 支 支
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年干支 ～ 生まれた年から出て来る干支になります。

そのために、同級生などは、この年干支が同じ干支を持つ事になります。学

年の違いとしては、早生まれ遅生まれの形として、4月 1日で区切りますが、

年干支は、旧暦の一年のスタートとして、2月 4日の立春から、同級生でも干

支の種類が違って来ます。

同じ年回りに生まれたという事は、時代背景としてそれぞれの年回りのカラ

ーやムードと言うものを、共有して生まれついていると考えます。

これは、簡単に言うと、どの学年でもそれぞれには個性が合って、「今年は成

績が良い子が多いな～」とか、「あの学年はスター性があって、あこがれの的

になるような子が多い」などと、言うふうに、何となく特色がありますね？

又、年干支は、両親の場所とも言って、同学年の親御さんたちも、共通な気

質がある事にもなり、その親御さんたちが育てる事によって、似通ったカラ

ーの子供が育つとも言えます。

月干支 ～ 生まれた年の干支の中で、それぞれの生まれた月から出て来ます。

月干支の場所は、自分が立っている場所と考えますが、この場所は、自分の

家系の流れとして、その家独特の教えや、仕来りなどが入っています。

そのために、代々が商家の家柄で明るいカラーがあるとか、親御さんや祖父

母の代などからずっとお医者さんです。と言うような、知的なムードがある

というような、自分の実家元やその上の代から続いてきた、家系の流れと考

えます。

日干支 ～ 一番自分自身の気質が現れる場所になります。

ここは、晩年になるほどここの場所の特色が、ハッキリしてくるのですが、

宿命の陰占の干支の世界は、案外本人は意識していない特色になります。

そのために、それぞれの六十干支の特色を、ご自分や周囲の人たちに当ては

めてみると、おもしろい発見がある事でしょう。

★宿命に必ず持っている、この 3つの干支は全部が、自分の世界になるのです

が、その中でも、特に日干支の場所でこの六十干支別の、特色を捉えて下さ

い。そして、慣れてきたら、全体も一緒に使用して行く事を、お勧めします。
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甲子（こうぼくのね）～1番干支

日干支に「甲子」がある形は、自分の代から新しい世界に向かう流れで生まれ

ます。冷静で忍耐力が強い気質を持っています。海外縁もありますから、定住

に拘らないような生き方をする事で伸びるでしょう。「平頭」と言って精神性の

高い人物が出て来るとされています。又、身内縁が薄いという業を背負う場合

もあります。

★有名人で日干支が甲子の方

東山 魁夷さん

カルロス・ゴーンさん

中井 美穂さん

日本画家の東山さんは、まさに平頭のイメージその

ものの精神性の高い画風ですね？さらに

「甲子」の意味にある、親族を亡くされていて、

その無常感によって描いた「残照」が世の中に出る

きっかけになりました。

ニッサンＣＥＯのゴーンさんは、達磨大師のような風

貌をお持ちですが、幼少期はかなりの苦労があったよ

うです。

学業が優秀だった事で、世界的な企業のトップにまで

上り詰めました。彼から見ると、海外縁を活かしてい

るという事になりますね。

フリーアナウンサーの中井さんは、米国生まれのよう

ですが、無類の舞台好きとの事です。「甲子」の意味の

中には、伝統と言う意味も入っていますから、歌舞伎

やタカラヅカ、バレエと、伝統の裏付けがある世界が

お好きなのも納得です。年干支の「乙巳」は華やかな

世界への憧れも持つ形でもあります。
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乙丑（おつぼくのうし）～2番干支

忍耐力が強く、内面には非常に強い精神力を秘めています。「不動」と言って、

受け身の質を持っていますが、環境によって、一気に才能を開花して行く流れ

を持っています。

★有名人で日干支が乙丑の方

ビル・クリントンさん

キム・ヒョンヒさん

◆持たされた「宿命」は、いかに環境によってその「運命」が変わってくるか

と言う実証の例題になります。

マドンナさん

さらに、月干支「庚申」のガッツを活かして、長い下積みがあっても、日干支

「乙丑」の強い精神力によって、世界のトップスターになっています。

持っている干支を活かす事によって、伸びるという良いお手本です。

アメリカの 42代大統領のクリントンさんは、幼少期

の苦労を乗り越えて、2期 8年の任期満了まで務めら

れました。ユダヤ系財閥からのバックアップがあった

ことは有名ですが、「乙丑」には、名誉運・財運も入

っています。

大韓航空機爆破事件の実行犯のキムさんは、花の咲か

せ方が、とんでもない形になってしまいましたが、

皮肉にも優秀な人物だからこそ、抜擢された事を考え

れば、環境次第では、全く違う花の咲かせ方があった

はずです。

歌手のマドンナさんは、ポップシンガーだけではなく

て、女優業や映画監督、実業家と世界的な有名人です。

年干支「戊戌」の親御さんや祖父母の代で婚姻関係が

乱れる要素がある形から、彼女もお母さんを早く亡く

してお父さんが再婚するというように、苦労があった

ようです。

mailto:xxxx@xxxx.ne.jp


六十干支解釈 ご購入者様：xxxx@xxxx.ne.jp ご購入日：20xx年 xx月 xx日

8

丙寅（へいかのとら）～3番干支

独立心が強く、早く親元を離れて自力で成功して行く流れを持っています。

しかし、一足飛びの成功を望まずに、階段状の発展と言って、コツコツと進ん

で行く事が大事です。説得力があり周囲を上手にリードする力量も持っていま

す。

★有名人で日干支が丙寅の方

スティーヴン・スピルバーグ さん

児玉清さん

元々学者志望で、大学院に行く予定が親御さんの急死によって、自立しなけれ

ばならなかったのは、丙寅にとっては良かったのかもしれませんね。

◆尚、彼の生年月日は届け出ではなくて、本当の生年月日から見ています。算

命学では届け出の方ではなくて、実際の誕生日を優先して使います。

後藤 久美子さん

作品を羅列するのも大変なほど、米国で最も成功した

人物に入るスピルバーグさんは、映像の世界一筋に進

み、世界的な名声を得ました。

両親の離婚によって、自立せざるを得なかった事が、

結果的に、自分の世界を掴んで行った事になります。

俳優で司会者だった児玉さんは、俳優さんでありなが

ら、後年は名司会者ぶりを発揮して、クイズ番組を 36

年間も亡くなるまで務めています。大変な読書家でも

有名で、知的な方でしたね。日干支「丙寅」の説得力

は十分発揮されました。

女優の後藤さんは小学校の 5年生からモデルを始めたそ

うですから、まさに日干支「丙寅」の自立が早い形でし

たが、現在はしっかり海外に根付いて独自の世界を掴ん

だようです。
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丁卯（ていかのう）～4番干支

情に厚く奉仕的な気質を持っていますが、何事にも熱しやすくて冷めやすい傾

向があるために、持続力に欠ける所があります。そのために、人生の浮沈が激

しい傾向を持ちます。しかし、反対に瞬間的なひらめきには鋭さも発揮するた

めに、いわゆるキレ者として、頭脳明晰で優れた判断力が瞬時に行えるという

方も出て来ます。

さらに、丁卯は、香木を炊いて、その香りがたなびくような干支と言う情景に

なるために、女性は色っぽい人が多いとされています。

★有名人で日干支が丁卯の方

若村 麻由美さん 永作 博美さん 松坂 慶子さん

たまたま、女優さんばかりでその通りのイメージです。ただし、色気だけで覚

えないでくださいよ。干支の意味の中の１つの要素ですから。

羽生 結弦さん

彼は、米国のウィアー選手に衣装デザインをしてもらっているようですが、

なるほど、男子選手は黒っぽくて力強い衣装が多い中を、かなりキラキラ系の

王子様ルックです。

ウィアーさんはゲイをカミングアウトしているだけあり、独特の魅力がある人

気選手ですから、羽生さんも今までになかったような、独自の演技力を発揮し

て行く事でしょう。

男子フィギュアスケート界のホープとして、ぐんぐん

伸びている羽生さんは、中世的な持ち味と、手足の長

さを存分に生かして日干支「丁卯」の妖艶な演技を見

せています。
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