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株式会社ベビーカレンダー

【鬼滅の刃】2 月生まれ人気の「鬼滅ネーム」発表
みつり、てんげん、さびと…人気の名前は？
2021 年『2 月生まれベビーの名づけトレンド 』調査
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、2020 年 11 月には約 16 万人の新生児を対象に調査した、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、2021 年 2 月生まれのお子さん 10,878 件（女の子：5,325 件／男の子：5,553 件）
を対象に調査した『2 月生まれベビーの名づけトレンド』を発表します。

＜調査結果のサマリー＞
1． 【鬼滅の刃】
「みつり」
「てんげん」
「さびと」など「鬼滅ネーム」ベビー誕生
2．＜名前＞ 女の子は寒さ表す「凛」が 1 位、男の子は「翔」を止め字に用いた名前がトレンド
3．＜よみ＞ 女の子「こはる」が人気上昇、男の子は「と止めネーム」が人気！
4．＜漢字＞ 2 月の別名「令月」
「麗月」の影響を調査した結果…！
【 2 月生まれの「鬼滅ネーム」 】

1.【鬼滅の刃】「みつり」
「てんげん」
「さびと」など「鬼滅ネーム」ベビー誕生
人気が続く「鬼滅の刃」
。ベビーカレンダーで、2021 年 2 月生まれの赤ちゃんの名前を調査したところ、261
名に鬼滅の刃に登場するキャラクターと同じよみの「鬼滅ネーム」が名づけられていました。ここ数カ月、毎月
260 名前後の「鬼滅ネーム」の赤ちゃんが誕生しています。
女の子の「あおい」
「ことは」
「るか」
、男の子の「あおい」
「かなた」
「るい」といった名前は、年間を通して人気
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇 香織
TEL：03-6631-3600
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のある名前のため鬼滅の刃の影響とは言えませんが、女の子の「みつり」
、男の子の「てんげん」
、
「さびと」は鬼
滅の刃の影響があったと言えるかもしれません。
2021 年に第二期「遊郭編」の TV アニメ化が決定し、今年もブームの継続が予想される「鬼滅の刃」
。これから
もますます「鬼滅ネーム」が増えていくかもしれません。

【 2 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP10 】

2. ＜名前＞女の子は寒さ表す「凛」が 1 位、男の子は「翔」を止め字に用いた名前がトレンド
2 月生まれの女の子に人気の名前 1 位は「凛（主なよみ：りん）
」、2 位「結衣（主なよみ：ゆい）」、
「結菜（主
なよみ：ゆいな）
」、
「紬（主なよみ：つむぎ）
」という結果でした。
「凛」は 1 月 13 位から大きく順位を上げ、1
位に。11 位には「凜（りん）
」
（※「凛」は「凜」の俗字、意味は同じ）もランクインしており、2020 年 2 月、
3 月も 1 位を獲得しています。
「冷たい・身にしみて寒い」という意味を持つ「凛」
「凜」という名前が特に多く
名づけられる季節でもあります。
2 月生まれの男の子に人気の名前 1 位は「蓮（主なよみ：れん）」
、2 位「碧（主なよみ：あおい）」
、3 位「湊
（主なよみ：みなと）
」と、TOP3 は「一文字ネーム」でした。美しい青緑色の石という意味を持つ「碧」は、1
月 19 位から大きくランクアップしています。2020 年の年間漢字ランキング 1 位と、昨年男の子の名づけで最
も多く用いられた「翔」を止め字に使った名前が人気。2 月は 4 位「陽翔（主なよみ：はると）」
、6 位「大翔（主
なよみ：はると、ひろと）
」
、7 位「結翔（主なよみ：ゆいと）
」の 3 つが TOP10 入りしています。「蒼空（主な
よみ：そら）
」は、1 月の 38 位から、2 月は 4 位へ大きくランクアップしていました。
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【

2 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「こはる」が人気上昇、男の子は「と止めネーム」が人気！
2 月生まれの女の子の名前のよみ 1 位は「あかり」、2 位「つむぎ」、3 位「えま」、「ゆい」でした。2 月に最
も多く名づけられた女の子の名前「凛」のよみ「りん」は、1 月 15 位から急上昇し 5 位に。過去 1 年で最も高
い順位を記録しています。
「早春」
「春寒」のように、2 月は「春」を用いた季語があります。その影響か、
「こはる」という春をイメー
ジする名前が 12 月の 25 位から 1 月は 9 位、2 月は 7 位と徐々に順位を上げています。
2 月生まれの男の子の名前のよみ 1 位は「はると」
、2 位「りく」
、3 位「あおと」、
「ゆいと」でした。2020 年
の年間よみランキング 1 位の「はると」が、2 月も引き続き 1 位を獲得しました。
「はると」
「あおと」
「ゆいと」
のほか、6 位「みなと」
、7 位「ゆうと」
、10 位「あきと」と TOP10 のうち 6 つの名前が止め字に「と」を用い
た「と止めネーム」！ 男の子の名づけに大変人気が高いことがわかります。

【 2 月生まれの赤ちゃんに人気の名前の漢字ランキング TOP10 】

2021. 3.8 News release
株式会社ベビーカレンダー

4．＜漢字＞ 2 月の別名「令月」
「麗月」の影響を調査した結果…！
2 月生まれの女の子の人気漢字 1 位は「花」
、2 位「結」
、3 位「乃」
。男の子は 1 位「斗」
、2 位「翔」、3 位
「大」という結果でした。男女ともに大きな順位変動はなく、人気の定番漢字が TOP10 を占めています。
2 月の別名「令月（れいげつ）
」にちなみ、
「令」を用いた名前を調査したところ、女の子は「純令（すみれ）
」
「令奈（れな）
」
「令華（れいか）
」など 6 名、男の子は「令翔（れいと）」
「令凰（れお）」
「令真（れいしん）」な
ど 11 名。1 月 12 名から 5 名増加し、2 月は 17 名に名づけられていました。
また、同じく 2 月の別名「麗月（れいげつ）
」の「麗」を用いた名前を調査。女の子は「麗（うらら）
」「麗羽
（うるは）
」
「麗凪（れな）
」など 18 名、男の子は「麗央（れお）」
「麗冬（れいと）」など 5 名、合計 23 名に名
づけられていました。1 月 19 名から 4 名増えており、2 月らしい漢字「令」
「麗」を用いた名前が増えていまし
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：2021 年 2 月 1 日(月)～2021 年 2 月 25 日(木)
調査件数：10,878 件（女の子：5,325 件／男の子：5,553 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/

■【NEW】2020 年名前ランキング更新！
名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」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、
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。
2020 年の順位が表示されるようになりました。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 875 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
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＜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
＜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/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇 香織
TEL：03-6631-3600 FAX：03-6631-3601 MAIL：info@baby-calendar.jp
※本調査内容をご使用いただく際は、出典の記載をお願い申し上げます。また、画像データ等の改変はご遠慮ください。

