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2021 年『10 月生まれベビーの名づけトレンド』発表！ 

季節感を取り入れた【秋ネーム】が人気！「楓」「葉」を用いた 

秋を感じる名前が増加。「ジェンダーレスネーム」の影響も 
 

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、赤ちゃんの名前ランキン

グを毎月調査・発表しています。11 月 1 日には、2021 年生まれの赤ちゃん 115,678 名を対象にした「2021

年赤ちゃんの名前ランキング」を発表しました。 

今回は、2021 年 10 月生まれのお子さん 10,045 名を対象に調査した『10 月生まれベビーの名づけトレンド』

を発表します。 
 

＜サマリー＞  

1. ＜名前＞季節感を取り入れた「秋ネーム」が人気！「楓」「葉」を用いた名前が増加 

2. ＜よみ＞ 男の子「と止めネーム」が圧倒的人気！TOP4 を独占！ 

3. ＜漢字＞「楓」の人気アップ！「ジェンダーレスネーム」の影響も 

 

【 10 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP20 】 

 

1. ＜名前＞季節感を取り入れた「秋ネ

ーム」が人気！「楓」「葉」を用いた名

前が増加 
10 月生まれの女の子 5,194 名の名前を調

査したところ、名前の種類は全部で 2,900 種

類ありました。人気の名前 1 位は「紬（主な

よみ：つむぎ）」、2 位「葵（主なよみ：あお

い）」、3 位「結菜（主なよみ：ゆな、ゆいな）」・

「美月（主なよみ：みつき）」という結果でし

た。年間名前ランキングでも今年初めて 1 位

を獲得した「紬」は、今最もアツイ人気急上

昇中の名前です。8 月、9 月と 2 カ月連続で

月間ランキング 3 位でしたが、10 月は 1 位

となっています。 

 

10 月の名づけトレンドは、男女ともに秋

の季節感を取り入れた「秋ネーム」が増加し

ています。 

10 月に増加した名前は「楓（主なよみ：

かえで）」。楓はカエデ科の紅葉する木の総称

で、秋冬生まれの赤ちゃんに毎年特に多く名

づけられる名前です。今年女の子の月間名前

ランキングでは 9 月の 23 位から、10 月は 5

位へ大きくランクアップしています。 
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また、注目したいのは「葉」を用いた名前が増えている点です。古風な印象のある「レトロネーム」の一つで、

10 月は 9 位「彩華（主なよみ：いろは）」、15 位「柚葉（主なよみ：ゆずは）」、18 位「琴葉（主なよみ：こと

は）」と TOP20 に 3 つランクイン。秋の紅葉をイメージできること、近年人気の「読みやすく親しみやすい漢字

を用いた、古風な印象のあるレトロネーム」の人気が相まって、増加したのかもしれません。 

 

10 月生まれの男の子 4,851 名の名前を調査したところ、2,933 種類の名前のバリエーションがありました。

その中で最も多く名づけられていたのは、「湊（主なよみ：みなと）」。年間順位でも 2020 年の 5 位から、2021

年は 3 位へランクアップしており、近年人気の高い名前です。2 位は「大翔（主なよみ：はると）」、3 位は「碧

（主なよみ：あおい、あお）」でした。 

 

また、男の子の名前も「楓（主なよみ：かえで）」が 6 位にランクイン。秋になると増える傾向にあり、9 月

は 10 位でしたが、10 月は 6 位へ順位を上げています。さらに「楓」を用いた名前「楓真（主なよみ：ふうま）」

は、9 月 100 位圏外でしたが、10 月は 8 位にランクインしており、特に 10 月生まれの男の子に人気が高まっ

たことがわかります。 

「碧」「樹」「暖」「楓」「凪」など女の子にも名づけられている名前が上位にランクインしており、昨今話題と

なっている、性差を感じさせない「ジェンダーレスネーム」への関心の高さがうかがえる結果となりました。 

 

【  10 月生まれの赤ちゃんに人気のよみランキング TOP10 】 

2．＜よみ＞男の子「と止めネーム」が圧倒的人気！TOP4 を独占！ 
10 月生まれの女の子のよみは、8 月・9 月のランキングと TOP3 が変わらず 1 位「えま」、2 位「つむぎ」、3

位「あおい」という結果でした。「いろは」は、10 月の名前ランキング 9 位だった「彩葉」のよみとして多く使

われており、9 月 16 位から 10 月は 9 位へ順位を上げました。 

名前ランキング 3 位の「美月」が、8 月 29 位、9 月 17 位、10 月は 3 位と徐々に順位を上げている影響によ

り、「みつき」というよみが 8 月 34 位、9 月 25 位、10 月は 13 位に比例して増加していました。 

 

10 月生まれの男の子のよみは、1 位「あおと」、2 位「みなと」、3 位「ゆいと」、4 位「はると」の TOP4 が

「〇〇と」とよむ「と止めネーム」！ 7 位「かいと」、10 位「ゆうと」と合計 TOP10 に 6 つもの「と止めネー

ム」がランクインするという結果に。 

そして驚くべきことに、ここ数年年間ランキングで 1 位をキープし続け、月間ランキングで一度も首位を譲ら

なかった「はると」が 1 位から陥落！ 「あおと」に 1 位の座を明け渡しました。 

 

また、名前ランキング 8 位に「楓真」が入ったことにより、「ふうま」というよみも急増。9 月は 90 位でした

が、10 月は 24 位へ大きくランクアップしていました。 
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【  10 月生まれの赤ちゃんに人気の漢字ランキング TOP10 】 

3．＜漢字＞「楓」の人気アップ！「ジェンダーレスネーム」の影響も 
10 月生まれの女の子に人気の漢字 1 位は「結」、2 位「愛」、3 位「美」でした。8 月の人気漢字 1 位は「夏」

でしたが、9 月は 12 位、10 月は 27 位と順位が下がり、秋冬に向けて減少していく傾向にあります。一方、秋

冬にむけて増加する漢字「楓」は 8 月 58 位、9 月 33 位、10 月は 17 位と順位を上げており、123 名に名づ

けられていました。「楓」を用いた名前では、「楓」のほか、「楓乃（主なよみ：かの）」、「楓菜（主なよみ：ふう

な、かんな）」、「楓果（主なよみ：ふうか）」、「楓奈（主なよみ：ふうな、かんな）」、「結楓（主なよみ：ゆいか、

ゆか）」、「彩楓（主なよみ：あやか、さやか）」など、全 48 種類のバリエーションで名づけられていました。 

 

 10 月生まれの男の子に人気の漢字 1 位は「翔」、2 位「大」、3 位「斗」でした。「翔」は 2019 年以降 3 年連

続で年間ランキングでも 1 位と今男の子の名づけで最も多く使われている漢字です。月間ランキングでも 2021

年 3 月以降、8 カ月連続で人気の漢字 1 位をキープしています。秋冬生まれに人気の「楓」は 8 月 43 位、9 月

36 位、10 月 18 位順位を上げ、88 名の名前で用いられていました。 

注目は、今年の名前ランキングで人気急上昇となった「碧」。2020 年は名前ランキング 19 位でしたが、2021

年は 7 位にランクインし、今年急増している名前の一つです。10 月では、漢字ランキング 12 位にランクイン

し、113 名に名づけられていました。「楓」や「碧」など性差を感じさせず、男女どちらにも名づけられること

の多いジェンダーレスな名前「ジェンダーレスネーム」を意識的に名づけで取り入れる親御さんが増えているこ

とから、今後も人気が続きそうです。 

 

＜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 10 月 1 日(金)～10 月 25 日(月) 

調査件数：10,045 件（男の子：4,851 件／女の子：5,194 件） 

                                                                                                                                                                                                                                                                          

■ベビーカレンダー「赤ちゃんの名づけ・名前ランキング」サイトで人気の名前をチェック！ 
2021 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、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。 

 

▼「2021 年赤ちゃんの名前ランキング TOP100」はこちら 

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/ 

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/
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■名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」も 2021 年バージョンに！ 
 

「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」コーナーもあり、2021 年の順位が

表示されるようになりました。さらに、今年から「漢字検索」が追加！ 気になる名前

やよみ、漢字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/ 

 

 

 

＜ キャンペーン開催中 ＞ 

【1】【賞品アリ★】ママ・パパが選ぶ「今年を表す漢字一文字」大募集！ 

＆「ママ・パパ川柳コンテスト」開催！ 
皆さんが今年 1 年を通して経験したことや、感じたこと、印象的

だった出来事などを思い返しながら、ぜひ、「今年を表す漢字一

文字」＆「ママ・パパ川柳」をご応募ください♪抽選・受賞者プ

レゼントをご用意しています。 

※2021 年 11 月 17 日(水)23:00 まで 

 

▼詳細はこちら 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/21603 

 

 

＜ベビーカレンダーとは＞ 

『ベビーカレンダー』は、月間 1,000 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、2018 年に『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。 

 

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/ 

離乳食 Instagram：https://www.instagram.com/rinyusyoku_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：メディア事業、産婦人科向け事業、web マーケティング事業 

https://nazuke-nameranking.jp/
https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/21603
https://baby-calendar.jp/smilenews/release
https://www.facebook.com/babycalendar/
https://twitter.com/baby_calendar
https://www.instagram.com/babycalendar/
https://www.instagram.com/rinyusyoku_babycalendar/
https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA
https://corp.baby-calendar.jp/
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＜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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