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オリビエとルイへ

地球から月までの距離ほど、

いえ、それよりもずっと、

あなたたちを愛しています。



あなたの人生で何かをうまくゆかせる秘訣は、

第一に、うまくゆかせたいという

心の奥底から湧き上がる願望です。

次に、それが必ずうまくゆくと信頼し、

確信することです。

次に、あなたの意識に生き生きした

明確なビジョンを描きます。

そして、疑念や不信を持たずに、

人生が一歩一歩実現してゆくのを見守るのです。

フィンドホーンの創設者　アイリーン・キャディ　
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はじめに

時が刻まれて以来、月は数え切れないほどの

祈りを受け止めてきた最古の寺院です。

月が鳴らすベルの音は、あなたを聖母のもとへ連れていきます。

そこであなたの体と魂は育まれます。

ダナ・ゲルハルト

月は宇宙の時を刻んでいます。月を活用することで、理想の人生を

創ることができると私が言ったら、あなたは信じることができますか。

もちろんそれは可能です。なぜ私が確信しているのかと言えば、

過去15年にわたって、私と何千人もの私の読者の方々にとって効

果があったからです。私は、月を活用して夢を叶える方法を公式

ウェブサイト＊で伝えてきました。あなたもこの本で紹介されてい

る方法や情報を活用するうちに、その効果を実感することでしょう。

あなたも夢を実現することができるのです。
＊公式ウェブサイト（英語版）www.moonology.com

月を活用するためには、月のサイクルと実現化の基本原則を知る
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この本の使い方
この本は、4部構成になっています。

Part 1は、月とつながる方法と月の主要な8つの満ち欠けの相に

ついて説明しています。それぞれの月の相が固有のリズムを持ち、

その時期に私たちがするべき活動があります。それを認識すること

は、あなたの人生にとって大きな恩恵となるでしょう。月のリズム

に波長を合わせると、人生の流れがスムーズになるのです。まるで

秘密の暗号を解読したようなものです。

Part 2のテーマは新月です。新月の願い事について、その方法や

願いが叶う仕組みを解説します。4週間ごとに新月の願い事が必須

である理由を、きっとあなたは納得してくれるでしょう。

新月が、12宮のどのサインに位置するのかも知っておきましょ

う。この知識があれば、新月から始まる1か月が持つテーマとエネ

ルギーを理解できるので、とても役立ちます。占星術の知識は特に

必要ありません。

また新月の項目においては、あなた個人のホロスコープの中で、

今回の新月がどこに現れるかを簡単に見つける方法を説明します。

ホロスコープ盤を12に分けたものをハウスと言いますが、新月が

入るハウスを知ることで予測ができます。

また、大天使や女神たちとつながり人生を改善する方法、チャク

ラを活性化させる方法なども学びます。新月を宇宙の時計として使

い、人生を創造、計画、予測することができるのです。

Part 3では、満月に焦点を当てます。美しく光り輝く満月は、高

まる感情や、人生の葛藤、クライマックス、ネガティブなものを手

放す機会などを示しています。満月は、毎月、サインを移動します。

必要があります。この本では、その両方について説明しています。

これまであなたが実現化を試みたものの、まだ成功していないの

なら、この本の情報が役に立つでしょう。あなたの夢を後押しする

ために、月のエネルギーを活用する方法が網羅されているからです。

月のサイクルを活用することで、

私たちは、望む世界を創造することができるのです。

そのために、あなたは占星術家である必要はありません。占星術

を信じる必要さえないのです。数学も天文学も知らなくて大丈夫です。

体系的な知識がなくても、月を活用することは簡単にできます。月は、

ほぼ毎日空に浮かんでいます。私たちは月とつながり、月も地球と

つながっています。出発点としてはそれだけ知っていれば十分です。

肝心なのは、月のサイクルに合わせて願い事をして、自分の意思

を定めることです。新月の願い事を習慣づけることで夢を叶えたと

いう報告を、私は今までたくさん受け取りました。その経験から、

あなたにも是非その秘密を伝えたいのです。

この本では、新月の願い事が本当に叶う理由や、満月がどのよう

に実現化を助けるのかを説明します。実は満月のワークも、2週間

後に訪れる新月の時期に、あなたの夢を叶えるのに役立つのです。

新月と満月を最大限に活用する方法として、月が12宮のどのサ

イン（星座）にあるのかを知ることが重要です。そうすれば、新月

と満月が影響を及ぼしているあなたのホロスコープチャートを推測

する方法が分かります。この情報は、今後2週間の出来事を予測す

るために使うことができます。
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ここでは、各満月のエネルギーを最大限に活用する方法を説明しま

す。また、「満月の許しと感謝」が、新月の実現化をどれほど促進

するのかも解説します。

満月が滞在中のサインを活用すれば、宇宙と波長を合わせること

ができるようになります。毎月、あなたのチャートのどこに満月が

滞在するのかを見定めましょう。そしてその意味を知ってください。

Part 4では、デイリームーン（新月や満月以外の日々の月）に注

目します。あなたが月の満ち欠けを意識するようになると、いつ

も、「今夜の月はどこにあるのだろう？」と思うようになるでしょう。

デイリームーンがあなたにとって、どんな意味を持つのかを説明し

ます。あなたはそのエネルギーを理解し、上手に活用できるように

なるでしょう。

また、新月と満月と同時に起こる日食や月食、月のノードについ

ても触れています。食があなたのチャートに現れる時は、大きな変

化が生じるかもしれません。それは実際、私にも起こりました。

さらに、1年間のプランナーを作成する方法を学びましょう。プ

ランナーを使うと、月の満ち欠けに合わせて、実用的かつ神秘的な

方法でワークができます。1年後には、人生における主な分野をカ

バーしているでしょう。

上記について、私はできるだけ分かりやすく解説しました。私の

ウェブサイトも是非参考にしてください。月に関する詳しい情報を

得たり、ワークシートをダウンロードしたりできます。

さあ、乗り込んでください。月への旅に出発です！

Part 1
なぜ月は	
魔法なのか

夢を叶えたい人たちの多くが気づいていないこと…

それは、実現化のプロセスを新月の時期に始めれば

夢を叶えるチャンスが大いに高まるということです。
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CHAPTER 1

月に波長を合わせましょう！

新月の願いについて、最初に私自身の経験をお話ししましょう。

時を遡り、13歳か14歳だった頃、私はタスマニア州の州都ホバー

トに住んでいました。タスマニアは、地球儀の下の方にある島で、

オーストラリア本島の南に位置しています。タスマニアと南極大陸

の間には、途切れ途切れの海と冷たい空気があるだけです。私はそ

の海をヨットで渡ったことがあるのでよく知っています。

願い事をする
その頃の私にとって一番の夢は、このタスマニアから出て、フラ

ンスのパリに住むことでした。私は寝室の壁にパリの絵をかけ、フ

ランス語の詩を読んだり、フランスの音楽を聴いたりしました。最

初に習った料理は、フランス料理のキッシュロレーヌです。一時

は、フランス煙草のゴロワーズにまで手を出しました。決して煙草

を吸いたかったのではありません。煙草をお香のように部屋で焚い

て、自分がラテンクオーターのジャズの流れる薄暗いカフェにいる

パリジェンヌだと想像していたのです。残念なことに、私の母は煙

草の匂いにすぐ気づきました。当然、私が煙草を吸っているのだと

思い、私は大変な目に遭いました。

それからしばらくの年月が流れました。ジャーナリストとなった

私は、パリに1週間滞在する機会がありました。パリに住む私の友

人が休暇でオーストラリアに滞在中、アパートを貸してくれたので

す。パリには何度も行ったことがありましたが、大人になって一人

で訪れたのは初めてでした。

偶然にも、私がパリに到着したのは新月の夜でした。もちろん、

私は新月の願い事をするために、まっすぐエッフェル塔へと向かい

ました。その背の高いタワーは、私の願いを天に届ける場所として

完璧だと思ったのです。そして実際その通りでした。

私の願いは、当初予定していた1週間よりもずっと長く、パリに

滞在したいということでした。独身のフリーライターだった私は、

インターネット環境とノートパソコン、そして有効なパスポートが

あれば世界中どこでも仕事ができるのです。今、私はパリにいて

様々な好条件に恵まれているというのに、なぜすぐ帰らないといけ

ないのでしょうか。

アパートに帰ろうと夕暮れのパリの道を歩いていると、頭の中で

声が聞こえました。

「ええ、私はここに住んでいます！」

こんなことを考えるなんておかしい、と私は思いました。しかし、

本当にその通りになったのです。翌日、パリの最も高級な地域にあ

るアパートの賃貸者募集の広告を、私は見つけました。そこは私が

住んでいた場所のすぐ近くでした。早速、私はオーナーに会いに行

きました。後になって知ったのですが、その人はヨーロッパのお姫
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様だったのです。

彼女は私にアパートを見せてくれました。素晴らしいアパートで

した！　ただ、一つだけ条件がありました。アパートのキッチン横

に写真現像用の暗室があり、オーナー夫妻が時々訪れるというので

す。そのせいで、家賃がこの地域の相場の半額ほどだったのです。

それは、サン＝ミシェル通りをすぐ入ったところにありました。

幸いにも、オーナー夫妻は英語を流暢に話したので、意思の疎通

にも問題がありませんでした。一応、私は大学でフランス語を履修

したのですが、まだまだ勉強が必要でした。オーナー夫妻はアパー

トを私に貸してくれることになり、私はその後2年半もパリに住ん

だのです。

私がパリに住むことを願ったから、夢は実現したのでしょうか。

それだけではありません。私は夢に向かって行動したのです。つま

り、私はフランス語を勉強し、パリを訪れ、エッフェル塔の下で願

い事をすることで、夢を叶えたのです。私たちは常に実現化の途上

にあります。そういう仕組みなのです。

あなたは、人生を失敗するのではないかと心配していますか？　

では、きっとそうなるでしょう。

あなたは、パリに住むことを夢見ていますか？　それもきっと実

現するでしょう。パリに住みたいという私の夢が、私の現実を創っ

たように。

念願のアパートの契約書にサインをしてから2、3時間後、私は

カフェにいました。そこで会った人にも言われました。

「あなたは奇跡を起こしましたね！」

確かに、パリにふらっとやって来た外国人が、アパートを借りる

なんて簡単ではないのです。ましてや、パリの一等地に格安で借り

ることができるなんて幸運はめったにないのです。

けれども、私にとっては、すべてが流れるようにスムーズな出来

事でした。

私は夢にまで見た生活をしているのに、何だかそれがとても自然

に感じられたのです。

そう、その出来事が自然だと感じられる時にこそ、魔法が起こる

のです。

月について　〜10の知識〜
さて、先に進む前に、月について知っておきたい情報をお伝えし

ましょう。今後の解説を大局的に捉えるのに役立ちます。

1. 月は地球から384,400km（238,855マイル）離れていて、半径は、

1,737km（1,079マイル）です。

2. 1969年、アポロ11号の宇宙飛行士たちは、約3日かけて月面

に着陸しました。それまでに、11回のミッション（その中に

はバズ・オルドリンとニール・アームストロングがいます）、

その後の5回のミッションを費やしていました。2006年には、

NASAのニューホライズン探査機が、冥王星に向かう途中で月

を通過しました。その時には9時間弱で月に到着しました。し

かし、その時は着陸を目指していなかったので、減速していま

せんでした。

3. 月の年齢は、推定45億2700万年です。それは地球とほぼ同じ

です。
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4. 科学者によると、月の起源は、誕生したばかりの地球が火星ほ

どの大きさの天体にぶつかった際、軌道に投げ込まれた破片か

ら形成されたということです。

5. 地球が太陽の周りを回っているように、月は地球の周りを回っ

ています。

6. 月は、黄道の12のサインすべてを移動するのに、約30日かかり

ます。それぞれのサインには2日と少し滞在します。

7. 2週間おきに、新月そして満月と移り変わります。ですから新

月の時期の2週間後に満月となり、その2週間後に新月となり

ます。その後、同じサイクルが繰り返されます。

8. 占星術家は、月の満ち欠けのサイクルのことを「ルネーション」

と呼びます。例えば、「次のルネーションは、牡羊座の満月だ」

というように使います。

9. 占星術において、月が管轄しているテーマは、感情、食べ物、

家、本能、母、必要性、乳房、育成、女性らしさ、過去、ルー

ツ、安全性、そして潜在意識です。

10. 月は、天体に刺激を与えながら黄道を移動していきます。月は

宇宙の時を刻む時計のようなものです。

さて、占星術的に月はどんな性質を表しているのでしょうか。

月が持つ性質：

感情、母親、子育て、思い出、女性らしさ、女神、魔女、女性、

子ども時代、周期、栄養、受け継がれたもの、習慣、繊細さ、気分、

揺らぎ、潜在意識、受容性、家庭生活、大衆、食事、育成、家庭、

必要性など。

月とつながることで受ける恩恵
この本で紹介する方法を実践すると、月とつながることで大きな

パワーが得られることに、あなたは気づくでしょう。月とつながる

とは、新月の時に願い事をして、満月の時に手放し許すことです。

これについては後ほど詳しく説明します。また、新月と満月の滞

在するサインとワークすることの素晴らしさが分かるでしょう。新

月や満月の位置から読み取れることが、あなた個人のホロスコー

プにも影響を与えます。だんだんと、あなたは月の暦を基準にして、

日々を数えるようになるでしょう。

あなたがスピリチュアルな道を歩んでいるのなら（この本を読ん

でいるということは、きっとそうなのでしょう）、月とつながるこ

とは、魔法を使うことです。この人生には日常生活を超えた深さが

あることを、月は思い出させてくれるからです。空を見上げてくだ

さい。月が輝いています。裸眼でも美しく見えます。これまで望遠

鏡で月を見たことがない方は、是非見てください。

毎月、毎年、月を眺めていると、月のサイクルやリズムに馴染ん

できます。そして、私たちが皆、大きな存在の一部であり、宇宙の

子どもであることを思い出すのです。私たちも小さな星々です。毎

日、苦労して職場に通勤し、昇進を目指して競争するだけのちっぽ

けな存在ではないのです。

私たちは悟りに向かって旅をする魔法使いであり、宇宙と一体で

す。宇宙や自然に思いを馳せることがなくても、月とつながれば聖

なる存在とつながります。私たちの神聖な部分と宇宙がつながるの
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