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News release

株式会社ベビーカレンダー

2021 年『4 月生まれベビーの名づけトレンド』発表★

４月「サクラネーム」が最旬トレンド！

「咲良」「美桜」などサクラにまつわる名前が人気！春や暖かさを表す名前も増加
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！ 赤ちゃんの名前ランキングを毎月調査・発表しています。今回は、2021 年４月生まれのお子
さん 10,560 件（女の子：5,228 件／男の子：5,332 件）を対象に調査した『4 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.＜名前＞４月「咲良」
「美桜」など「サクラネーム」がトレンド！
2.＜よみ＞女の子「みお」が２カ月連続１位！男の子「はる」を含む名前が増加
3.＜漢字＞「桜」
「菜」など春に見頃を迎える花が人気！「春」も増加傾向
【 4 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP10 】

1. ＜名前＞４月「咲良」
「美桜」など「サクラネーム」がトレンド！
4 月生まれの女の子に人気の名前 TOP３は、1 位「陽菜（主なよみ：ひな）」
「凛（主なよみ：りん）」
、3 位「結
菜（主なよみ：ゆいな）
」でした。女の子の名づけでは見頃を迎える花を名づけに用いるケースが多くあります。
毎年春生まれの赤ちゃんには、サクラを連想させる「サクラネーム」が増加する傾向にあり、今年は 4 位に「咲
良（主なよみ：さくら）
」
「美桜（主なよみ：みお）
」、11 位「さくら」、20 位「実桜（主なよみ：みお）」、28 位
「未桜（主なよみ：みお）
」
、35 位「桜（主なよみ：さくら）
」などが上位にランクインしていました。
また、同じく春が見頃の菜の花を意味する「菜」を用いた名前も増加。漢字ランキング１位を獲得しています。
【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。
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4 月生まれの男の子に人気の名前 1 位は「湊（主なよみ：みなと）」
「陽翔（主なよみ：はると）」
、3 位「朝陽
（主なよみ：あさひ）
」という結果でした。大きく順位を上げたのは「暖（主なよみ：はる、だん）」
。3 月 18 位
から、4 月は 6 位へ人気が急上昇しています。
「暖」は「あたたかい日差し」
、
「やわらかなさま」
「やさしい」と
いう意味があることから、穏やかな気候が増え暖かくなる 4 月にもぴったりです。

【 4 月生まれの赤ちゃんに人気の名前の漢字ランキング TOP10 】

２．＜漢字＞ 「桜」
「菜」など春に見頃を迎える花が人気！「春」も増加傾向
4 月生まれの女の子の人気漢字 1 位は「菜」
、2 位「桜」
、3 位「花」でした。春に見頃を迎える菜の花をイメ
ージさせる「菜」が１位に！ 人気の名前では、１位「陽菜」
、3 位「結菜」のほか、30 位「愛菜（主なよみ：ま
な）
」
、35 位「陽菜乃（主なよみ：ひなの）
」
、59 位「菜月（主なよみ：なつき）」など、328 名の女の子の名前に
用いられていました。
「桜」は 2 月 25 位、3 月 10 位と順位を上げ、4 月は過去最高順位 2 位。
「桜」を用いた「サクラネーム」は
上記のほか、
「凛桜（主なよみ：りお）
」
、
「桜子（主なよみ：さくらこ）
」、
「心桜（主なよみ：みお）
」、
「舞桜（主
なよみ：まお）
」
、
「里桜（主なよみ：りお）
」など 314 名、141 種類の名前で名づけられていました。
4 月生まれの男の子の人気漢字 1 位は「翔」
、2 位「大」
、3 位「陽」でした。上位は毎月人気の定番漢字が並
びましたが、男の子の名づけでも「桜」を用いた名前が急増！ 2 月は 100 位圏外、3 月 56 位、4 月は 21 位と
人気が急上昇しています。男の子の「サクラネーム」は、
「桜成（主なよみ：おうせい）」
「桜佑（主なよみ：おう
すけ）
」
「桜士（主なよみ：はると）
」
「桜丞（主なよみ：おうすけ）」
「桜晴（主なよみ：おうせい）」
「桜輔（主な
よみ：おうすけ）
」など 85 名、44 種類の名前で名づけられていました。
また、
「春」という漢字も２月 88 位、3 月 32 位、4 月 25 位と順位を上げており、4 月に向けて名づけに多く
用いられていました。
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【 ４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「みお」が２カ月連続１位！男の子「はる」を含む名前が増加
4 月生まれの女の子の名前のよみ 1 位は「みお」
、2 位「さくら」、3 位「えま」でした。
「みお」は 3 月以降 2
カ月連続で人気 1 位。2020 年の年間よみランキングでも 7 位と人気の名前ですが、「桜」を「お」に充てた名
づけが増えるため、特に春生まれに多く名づけられる傾向があります。「さくら」は２月 24 位、3 月 10 位、4
月 2 位とサクラの見頃に合わせて多く名づけられています。６位「こはる」も春生まれの女の子に特に多く名づ
けられるよみです。
「心春」
「心陽」
「小春」
「心晴」の順に多く、全 21 種類の名前で名づけられていました。
4 月生まれの男の子の名前のよみ 1 位は「はると」
、2 位「はるき」
、3 位「みなと」でした。春は名前のよみ
に「はる」を含む赤ちゃんが毎年増加。圧倒的人気を誇る「はると」不動の１位は変わらず、
「はるき」は 2 月
11 位から４月２位へ、
「はる」は 2 月 11 位から 4 月は 9 位へ順位を上げています。春に順位を上げた「はる
き」は、
「陽希」
「悠希」
「春輝」
「春樹」
「陽稀」の順に多く、４０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：2021 年 4 月 1 日(木)～2021 年 4 月 25 日(日)
調査件数：10,560 件（女の子：5,228 件／男の子：5,332 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/

■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。

2021. 5.13 News release
株式会社ベビーカレンダー

▼「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

＜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＞※2021 年 3 月東証マザーズ上場しました
■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：メディア事業、産婦人科向け事業、web マーケティング事業
＜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。

