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2019 年『11 月生まれベビーの名づけトレンド』発表！ 

秋生まれベビー、男女ともに「楓」が大人気！ 
「楓花」「楓乃」、「楓斗」「楓真」など「楓」を使う名前【メイプルネーム】大旋風！ 

 
 
妊娠・出産・子育ての毎日を笑顔にする、ママと専門家をつなげるプラットフォーム企業、株式会社ベビーカレ

ンダー（旧社名：株式会社クックパッドベビー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：安田啓司、以下「ベビーカレ

ンダー」）は、2019 年 11 月生まれのお子さん 10,022 名を対象に、『11 月生まれベビーの名づけトレンド』に関

する調査を行いました。調査・分析の主なポイントは以下の通りです。 
 

＜調査結果のサマリー＞ 

1．紅葉が見頃を迎える 11 月、男女ともに「メイプルネーム」が大人気！ 

2．実りの秋を連想する「ほのか」が 1 位！男の子は「と止めネーム」が人気！ 

3．11 月の名づけで人気の「楓」、人気漢字ランキングも急上昇！ 

4．名前に「令」がつく「令和ネーム」ベビー、11 月は何人…？！ 

【 11 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP10 】 

 

1． 紅葉が見頃を迎える 11 月、男女ともに「メイプルネーム」が大人気！ 
 
 11 月生まれの女の子の名前 1 位は「楓（主なよみ：かえで）」、2 位「莉子（主なよみ：りこ）」、3 位「杏（主な

よみ：あん）」でした。先日発表した 2019 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング（以下、年間ランキング）では

「楓」は 18 位でしたが、10 月に引き続き 2 カ月連続で人気の名前 1 位を獲得し、特に秋生まれのお子さんに人

気が高いことがわかりました。また、年間ランキング 35 位「詩（主なよみ：うた）」が、11 月は 10 位へ急上昇

しました。近年、女の子の名づけは古風＆和風な「レトロネーム」が人気の傾向でしたが、改元以降特に、「令和」

の典拠の『万葉集』を連想させる名前の人気も上がっており、「詩」もその中のひとつといえそうです。 

 

 11 月生まれの男の子の名前 1 位は「蓮（主なよみ：れん）」、2 位「樹（主なよみ：いつき）」、3 位「悠真（主な

よみ：ゆうま、はるま）」でした。1 位の「蓮」は 2018 年、2019 年と 2 年連続で人気の名前 1 位に輝く近年大変

人気の高い名前です。また、男の子の名前 8 位にも「楓」がランクイン。紅葉が色鮮やかに色づく 11 月は「楓」

と相性が良く、秋生まれの赤ちゃんには「楓」や楓を使った「メイプルネーム」が男女問わず人気が高まることが

明らかになりました。 
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【 11 月生まれの赤ちゃんに人気の名前のよみランキング TOP10 】 

2． 実りの秋を連想する「ほのか」が 1 位！男の子は「と止めネーム」が人気！ 

11 月生まれの女の子の名前のよみ 1 位は「ほのか」、2 位「ゆい」、3 位「いちか」でした。1 位の「ほのか」は

10 月のよみランキング 20 位から急上昇！ 11 月生まれの女の子の名前として特に人気が高いようです。「穂香」

「穂乃花」「穂佳」の順で多く名づけられています。「穂」という漢字は稲穂のイメージが強く、黄金色に実った収

穫の秋を連想させ、秋の名づけにはぴったりです。 

 

男の子に人気の名前 1 位は「はると」、2 位「みなと」、3 位「ゆいと」でした。近年、男の子の名前は「〇〇と」

とよむ「と止めネーム」がトレンドですが、11 月の TOP10（14 個）中 7 つの名前が「と止めネーム」でした。1

位「はると」は 2019 年の月間ランキングで 11 カ月連続 1 位をキープし、年間ランキングでも 2018 年に引き続

き 1 位を獲得している、今最も人気のあるよみです。また、年間ランキング 25 位だった「あきと」は、11 月は

10 位でした。夏生まれの赤ちゃんの名づけランキングでは 30 位前後ですが、10 月は 7 位、11 月は 10 位と

TOP10 入りしてきており、「あき＝秋」のイメージのある名前として、この時季人気が高まるのかもしれません。 

 

【 11 月生まれの赤ちゃんに人気の名前の漢字ランキング TOP10 】 
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3． 11 月の名づけで人気の「楓」、人気漢字ランキングも急上昇！ 

女の子に人気の漢字 1 位は「莉」、2 位「愛」、3 位「花」でした。人気の名前 1 位だった「楓」は漢字ランキン

グ 28 位。「楓」のほか、「楓花（ふうか）」「楓乃（かの、かのん）」「彩楓（あやか）」「楓菜（かんな、ふうな）」と

いった名前で使われていました。8 月の 48 位から大きくランクアップしており、特に秋冬生まれの赤ちゃんの名

づけに好まれる傾向があることがわかります。近年 TOP10 定番の顔ぶれがランクインしていますが、10 位「希」

が年間ランキング 14 位からランクアップしています。「希」は「咲希（主なよみ：さき）」で最も多く名づけられ

ており、11 月は 20 位でした。 

 

男の子に人気の漢字 1 位は「大」、2 位「翔」、3 位「太」という 10 月と同じ順位でした。人気の名前 8 位「楓」

は 37 位でした。「楓」を使った名前では、「楓」のほか「楓斗／楓人（ふうと）」「楓真（ふうま）」といった人気の

漢字と組み合わせた名前が多くありました。また、ランク外ですが 16 位「郎」、22 位「介」など古風で男らしい

名前も上位にランクインしており、「レトロネーム」の人気が定着してきているようです。 

 

4． 名前に「令」がつく「令和ネーム」ベビー、11 月は何人…？！ 

2018 年生まれの赤ちゃん 88,107 人の名前を調査したところ、2018 年

に「令」のつく「令和ネーム」の赤ちゃんは 20 人でしたが、改元以降増加

傾向にあります。11 月生まれの令和ネームベビーは女の子 6 人、男の子 9

人、合計 15 人でした。 

 

女の子の名前では「令奈（れな）」「令菜（れな）」「令華（れいか）」「純令

（すみれ）」「結令（ゆら）」の 5 つ、男の子の名前では、「令（れい）」「令真

（りょうま）」「令成（りょうせい）」「令太郎（れいたろう）」など全部で 8 つ

のバリエーションがありました。 

 

また、女の子では、漢字のつくりに「令」が含まれる「澪（主なよみ：み

お）」が 2018 年名前ランキング 17 位⇒2019 年 11 位に上昇しており、11

月は 4 位でした。 

男の子の名前では、「怜（主なよみ：れい）」が 2018 年 88 位⇒2019 年 65

位とランクアップしており、11 月は 24 位でした。漢字ランキングも 2018

年 84 位⇒2019 年 65 位と大きくランクアップし、11 月も「怜央（れお）」

「怜生（れい、りょうせい）」等の名前で多く使われていました。ともに、漢

字のつくりが「令」であることから人気が高まっているのかもしれません。 

 

＜調査概要＞  

調査対象：株式会社ベビーカレンダーが企画・運営している「ファーストプレゼント」「おぎゃー写真館」「ベビー

カレンダー全員プレゼント」のサービスを利用された方  

調査期間：2019 年 11 月 1 日（金）～2019 年 11 月 20 日（木） 

調査件数：10,022 件（女の子：4,960 件／男の子：5,062 件） 

 

▼「2019 年赤ちゃんの名前ランキング」はこちら 
https://baby-calendar.jp/special/name 
 

＜過去の名前ランキング＞ 

■各月の赤ちゃんの名前ランキング一覧     https://baby-calendar.jp/smilenews/tag/1361 

■2017 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/special/name/2017 

■2016 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/special/name/2016 

■2015 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/special/name/2015 

■2014 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/550 

■2013 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/656 

■2012 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/657 

https://baby-calendar.jp/special/name
https://baby-calendar.jp/smilenews/tag/1361
https://baby-calendar.jp/special/name/2017
https://baby-calendar.jp/special/name/2016
https://baby-calendar.jp/special/name/2015
https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/550
https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/656
https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/657
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■2011 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/658 

■2010 年生まれの赤ちゃんの名前ランキング  https://baby-calendar.jp/knowledge/pregnancy/659 

 

＜ベビーカレンダーとは＞ 

『ベビーカレンダー』は、月間 320 万人以上が利用している、医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト

です。妊娠してから赤ちゃんが 1 歳になるまでの間、赤ちゃんの成長に合わせて、毎日必要な情報をお届けします。

またこの度、『ベビーカレンダーアプリ』は第 12 回キッズデザイン賞の「子どもたちを産み育てやすいデザイン 

個人・家庭部門」において、「少子化対策担当大臣賞」を受賞しました。 

表彰式の様子はこちら▶https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000029931.html 
 

＜キッズデザイン賞とは＞ 

キッズデザイン賞は、「子どもたちが安全に暮らす」「子どもたちが感性や創造性豊か

に育つ」「子どもを産み育てやすい社会をつくる」ための製品・空間・サービスなど

の中から優れた作品を選び、広く社会へ発信することを目的としている顕彰制度です。 

 

＜公式 SNS からも最新情報更新中！＞ 

Facebook  ：https://www.facebook.com/babycalendar/ 

Twitter   ：https://twitter.com/baby_calendar 

Instagram：https://www.instagram.com/babycalendar/ 

YouTube ：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA 
 

＜会社概要＞ 

■社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp） 

■本社所在地：〒151-0053 東京都渋谷区代々木 1-38-2 ミヤタビルディング 10F 

■代表者：代表取締役 安田啓司 ■設立年月日：1991 年 4 月 

■主要事業：産婦人科向け事業、メディア事業 
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