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【鬼滅ネーム】ベビーが続々誕生！

社会現象「鬼滅の刃」
、赤ちゃんの名づけに影響するほど大人気に！
2020 年『11 月生まれベビーの名づけトレンド』発表！「みつり」「玄弥」「天元」「実弥」など多数！
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（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、赤ちゃんの名づけ調査
件数日本最大級！ 2019 年に「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング」(https://nazuke-nameranking.jp/)サイト
を開設しました。11 月には約 16 万人の新生児を対象に、2020 年生まれの赤ちゃんの名前ランキングを発表し
ました。今回は、11 月生まれのお子さん 12,209 件（女の子：6,048 件／男の子：6,161 件）を対象に『11 月
生まれベビーの名づけトレンド』を調査しました。

＜調査結果のサマリー＞
1．
2．
3．
4．

「鬼滅の刃」旋風！「玄弥」
「天元」
「実弥」など“鬼滅ネーム”ベビーが続々誕生！
＜名前＞10 月に続き、男女ともに紅葉時季にぴったりな「楓」が人気！
＜よみ＞女の子は「ふうか」急上昇！ 男の子は「と止めネーム」が 6 つランクイン！
＜漢字＞女の子「莉」が 3 カ月連続 1 位！「楓」を用いた名前が人気
【 11 月生まれの赤ちゃんに名づけられた「鬼滅ネーム」】

1. 「鬼滅の刃」旋風！「玄弥」「天元」
「実弥」など“鬼滅ネーム”ベビーが続々誕生！
2020 年、社会現象的な流行となった「鬼滅の刃」。映画「劇場版『鬼滅の刃』無限列車編」は、国内興行収入
歴代 2 位を記録しました。そんな大ブームを巻き起こしている「鬼滅の刃」は、赤ちゃんの名づけにも大きく影
響しています。11 月に生まれた赤ちゃんのなかで、
「鬼滅の刃」に登場するキャラクタ―と同じよみの赤ちゃん
が 270 名、同じ名前の赤ちゃんは 18 名いました。
「鬼滅の刃」のキャラクターと同じ名前やよみの“鬼滅ネーム”。11 月生まれの赤ちゃんの名前のよみでは、女
の子 122 名、男の子 148 名、合計 270 名いました。「あおい」「るい」「かなた」など年間を通して人気のよみ
もありますが、
「みつり」
「玄弥（げんや）
」
「天元（てんげん）
」などは「鬼滅の刃」をもとに名づけられたことが
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推察されます。
鬼滅の刃のキャラクター「⽢露寺蜜璃（かんろじ みつり）」と同じ「みつり」というよみの女の子は、昨年 0 名
でしたが、10 月は 2 名、11 月は 3 名と毎月名づけられています。
「嘴平伊之助（はしびら いのすけ）
」の母、
「嘴平琴葉（ことは）
」と同じ「琴葉」という名前は、11 月生まれの女の子に 10 名いました。
発売前から紙のマンガの予約が取れないほど注目されている最終 23 巻が 12 月 4 日(金)に発売されることもあ
り、ますます注目度の上がる「鬼滅の刃」
。今後も“鬼滅ネーム”が増えていきそうです。

【 11 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP10 】

2. ＜名前＞10 月に続き、男女ともに紅葉時季にぴったりな「楓」が人気！
11 月生まれの女の子に人気の名前 1 位は「楓（主なよみ：かえで）
」、2 位「結月（主なよみ：ゆづき）
」、3 位
「紬（主なよみ：つむぎ）
」
「凛（主なよみ：りん）
」でした。
「楓」は 10 月に続き、2 カ月連続で 1 位を獲得。
2019 年には 10 月から 12 月の 3 カ月連続で月間ランキング 1 位となっており、毎年秋生まれの女の子の名づ
けで人気が急上昇しています。
また、女の子の名づけは古風で日本的な印象のある“レトロネーム”が大ブーム！ 大正時代を舞台としたアニ
メ「鬼滅の刃」の爆発的ヒットも、そのブームを後押ししています。TOP3 の「楓」
「結月」
「紬」のほか、7 位
「澪（主なよみ：みお）
」
、
「子」を止め字に用いた同率 7 位「莉子（りこ）」
、11 位「葵（あおい）」
、
「彩葉（主な
よみ：いろは）
」
、14 位「美月(主なよみ：みづき)」
、16 位「凪（主なよみ：なぎ）」
「柚葉（主なよみ：ゆずは）
」
といったレトロネームが上位にランクインしています。
11 月生まれの男の子の人気名前 1 位は「蒼（主なよみ：あおい、あお）
、2 位「律（主なよみ：りつ）
」、3 位
「湊（主なよみ：みなと、そう）
」
「蓮（主なよみ：れん）」でした。毎年秋になると人気が急上昇する「楓」。9 月
24 位でしたが、10 月は 5 位、11 月は 7 位と TOP10 入りしており今秋も多く名づけられています。
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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 】

3. ＜よみ＞女の子は「ふうか」急上昇！ 男の子は「と止めネーム」が 6 つランクイン！
11 月生まれの女の子に人気のよみは、1 位「ほのか」、2 位「つむぎ」
「ふうか」でした。2020 年ランキング
32 位の「ふうか」は、月間ランキング 9 月 19 位、10 月 24 位でしたが、11 月に 2 位へ大幅ランクアップ！
「楓佳」
「楓華」
「楓花」
「楓果」の順に多く名づけられており、11 月に美しく色鮮やかに紅葉する「楓」を用い
た名づけが増えていることがわかります。4 位「いろは」は、
「彩葉」
「色葉」
「紅葉」といった名前があてられて
おり、紅葉をイメージする季節感ある名づけがされていました。
11 月生まれの男の子に人気のよみ 1 位「はると」
、2 位「ゆいと」
、3 位「ゆうと」という結果でした。
「はる
と」は 2018 年以降、3 年連続で年間よみランキング 1 位を獲得している、今最も人気のよみです。男の子のよ
みは、
「〇〇と」とよむ「と止めネーム」が近年大人気！ 11 月は TOP3 のほか、4 位「あおと」
、5 位「あきと」
、
8 位「みなと」と 6 つの名前が「と止めネーム」でした。
また、夏は 40 位以下だった「あきと」が、9 月 26 位、10 月 12 位、11 月には 6 位と順位を上げており、秋
を連想する名前として秋が深まるにつれ人気が高まっているようでした。

【 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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4．＜漢字＞ 女の子「莉」が 3 カ月連続 1 位！「楓」を用いた名前が人気
11 月生まれの女の子の名前で多く使われた漢字 TOP3 は、1 位「莉」、2 位「愛」、3 位「花」でした。8 月の
人気漢字 1 位は「夏」でしたが、9 月以降 3 カ月連続で「莉」が 1 位を獲得しています。11 月生まれの女の子
の名前 1 位だった「楓」は漢字ランキング 13 位。10 月の 20 位から大きくランクアップしており、10 月より
もさらに多くの赤ちゃんが「楓」を用いた名づけをされていることがわかります。
女の子では、人気の名前 1 位「楓」のほか、22 位「楓佳（主なよみ：ふうか）」
、38 位「楓華（主なよみ：ふう
か）
」など 19 種類の名前のバリエーションで「楓」を用いた名づけがされていました。
11 月生まれの男の子人気漢字 1 位は「斗」
、2 位「翔」
、3 位「太」と、10 月とまったく同じ TOP3 でした。
「楓」は 11 月 31 位。
「楓」を用いた男の子の名前では、7 位「楓」のほか、46 位に「楓真（主なよみ：ふう
ま）
」もランクイン。このほか、
「楓人（主なよみ：ふうと）」
「楓芽（主なよみ：ふうが）」
「楓太（主なよみ：ふ
うた）」
「楓都（主なよみ：ふうと）
」など 35 種類のバリエーションで名づけられていました。
＜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：2020 年 11 月 1 日(日)～2020 年 11 月 25 日(水)
調査件数：12,209 件（女の子：6,048 件／男の子：6,161 件）

■1 位〜100 位までの結果は「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング」サイトをチェック
2020 年 赤ちゃんの名前ランキング、名前のよみランキング、名前の漢字ランキングをそれぞれ 1 位～100 位
まで発表しています！ ほかにも、2010 年以降の年間名前ランキングや、赤ちゃんの名づけエピソード大賞、名
づけトレンドなど、今知りたい名前に関する情報をまとめています。ぜひご覧ください。
▼「2020 年赤ちゃんの名前ランキング TOP100」はこちら
https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2020/

■お子さんの名前は何位？順位を調べられる検索コーナーが大人気！
「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング」サイトには、過去のランキング結果から、
お子さんのお名前が何位なのかを検索できる「名前ランキング検索」コーナーも。
気になる名前やよみの順位を調べられるので、これから赤ちゃんの名前を考える
ママ・パパも名づけの参考にご活用ください。
▼「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング検索」はこちら
https://nazuke-nameranking.jp/

＜ベビーカレンダーとは＞
『ベビーカレンダー』は、月間 600 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
そのほかのニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release
＜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

2020. 12.7 News release
株式会社ベビーカレンダー

＜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
＜運営メディア一覧＞
■ベビーカレンダー：医師・専門家監修の妊娠・出産・育児の情報サイト
URL：https://baby-calendar.jp/
■ウーマンカレンダー：大人女子によるオトナ女子のためのアンチエイジングサイト
URL：https://woman-calendar.jp/
■介護カレンダー：高齢者向け介護施設検索サイト
URL：https://kaigo-calendar.jp/
■赤ちゃんの名づけ・名前ランキング：赤ちゃんの名前、よみのランキング検索サイト
URL：https://nazuke-nameranking.jp/
■ムーンカレンダー：女性の毎月をもっとラクにする生理サイト
URL：https://moon-calendar.jp/
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