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2021 年『5 月生まれベビーの名づけトレンド』発表★ 

5 月は「MAY」だけに「メイちゃん」急増！ 
毎年 5 月生まれ女児の名前「メイちゃん」増加傾向、今年も顕著に。 

男児は「碧」が人気急上昇！その理由とは？ 
 

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 5 月生まれのお子さ

ん 10,807 件（男の子：5,517 件／女の子：5,290 件）を対象に調査した『5 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＞5 月は「MAY」だけに「芽依」ちゃんが 1 位！ 男児「碧」が人気 

2.＜漢字＞女の子、4 月に引き続き「桜」人気！ 男女ともに定番の漢字が上位に 

3.＜よみ＞女の子、3 年連続「めい」が 1 位！男の子、春は「はるき」が増加 

 

【 5 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP10 】 

1. ＜名前＞5 月は「MAY」だけに「芽依」ちゃんが 1 位！ 男児「碧」が人気 

5 月生まれの女の子に人気の名前 1 位は「芽依（主なよみ：めい）」、2 位「凛（主なよみ：りん）」、3 位「紬

（主なよみ：つむぎ）」でした。5 月は英語で「MAY（メイ）」、ハワイ語で「Mei（メイ）」。「めい」は 2020 年よ

みランキング 2 位と人気が高く、特に毎年 5 月生まれの女の子に多く名づけられます。近年流行りの「二音ネー

ム」であり、かわいらしい響きも魅力。生まれ月の季節感を取り入れることもできることから、今年も「めい」

とよむ名前が 1 位となりました。「芽依」は 4 月 6 位から、5 月は大きくランクアップし、月間ランキングでは

初めて 1 位となりました。 
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そのほか、サクラを連想する「サクラネーム」が増加。毎年春生まれの女の子の名前に好んで名づけられる傾

向があります。5 月は 5 位「咲良（主なよみ：さくら）」、8 位「さくら」、16 位「美桜（主なよみ：みお）」とい

った名前が多く名づけられていました。 

 

5 月生まれの男の子に人気の名前 1 位は「陽翔（主なよみ：はると）」、2 位「碧（主なよみ：あおい）」、3 位

「蓮（主なよみ：れん）」という結果でした。「陽翔」は２カ月連続 1 位でした。2 位の「碧」は、2019 年 35 位、

2020 年 19 位と近年徐々に人気が高まっている名前の一つ。月間ランキングでは 4 月の 21 位から大きく順位

を上げ、5 月は 2 位でした。自然の生み出す美しい青緑色を意味することから、新緑の季節である 5 月のイメー

ジにもピッタリの名前として、多く名づけられたのかもしれません。 

 

【 5 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＞ 女の子、4 月に引き続き「桜」人気！ 男女ともに定番の漢字が上位に 

5 月生まれの女の子の人気漢字 1 位は「花」、2 位「愛」、3 位「菜」でした。年間を通して人気の高い定番漢

字が上位を占めています。4 月に過去最高順位の 2 位を記録した「桜」、5 月は 11 位と引き続き人気が高い様

子。「桜」を用いた「サクラネーム」は、「美桜（主なよみ：みお）」、「桜（主なよみ：さくら）」、「実桜（主なよ

み：みお）」、「未桜（主なよみ：みお）」の順に多く名づけられており、95 種類のバリエーションで 192 名に名

づけられていました。 

 

5 月生まれの男の子の人気漢字 1 位は「翔」、2 位「斗」、3 位「陽」。男の子の漢字も、年間を通して人気の定

番漢字が上位を占めました。5 月に人気の名前 2 位だった「碧」は、漢字ランキングでも 15 位と上位にランク

イン。4 月 31 位から大きく順位を上げています。「碧」を用いた名前では、「碧」のほか、「碧斗（主なよみ：あ

おと）」、「碧人（主なよみ：あおと）」、「碧海（主なよみ：あおい）」の順に多く、全部で 38 種類、合計 103 名

に名づけられていました。 
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【 5 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、3 年連続「めい」が 1 位！男の子、春は「はるき」が増加 

5 月生まれ女の子の名前のよみ 1 位は「めい」、2 位「えま」、3 位「みお」でした。「めい」は 2019 年以降、

3 年連続で毎年 5 月に 1 位を獲得しています。今年は 4 月 4 位から、5 月は 1 位へランクアップ！ 4 月比 20

名も増加していました。「めい」とよむ名前は、「芽依」、「芽生」、「芽郁」、「芽衣」、「めい」の順に多く名づけら

れ、計 29 種類のバリエーションで、95 名に名づけられており、5 月に特に多く名づけられていたことがわかり

ます。 

 

5 月生まれ男の子の名前のよみ 1 位は「はると」、2 位「はるき」、3 位「りく」でした。3 月以降 3 カ月連続

で、1 位「はると」、2 位「はるき」の 2TOP が継続しています。「はると」は不動の１位ですが、「はるき」は春

に増加。2 月は 24 位でしたが、3 月以降 2 位をキープしており、男の子の名づけも季節感を取り入れた名づけ

がされていることがわかります。 

 

＜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 5 月 1 日(土)～2021 年 5 月 25 日(火)  

調査件数：10,807 件（男の子：5,517 件／女の子：5,290 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

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2020/
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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 

 

＜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。 
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