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2021 年『11 月生まれベビーの名づけトレンド』発表！ 

「メイプルネーム」が大人気！「楓」を用いた名前が男女どちらも 1 位に★ 
 

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。（https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/） 

今回は、2021 年 11 月生まれのお子さん 11,574 名を対象に調査した『11 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＞  

＜TOPIC＞11 月生まれの赤ちゃんの名前、「楓」を用いた「メイプルネーム」が大人気！ 

1. ＜名前＞「楓」「楓真」が 1 位！「秋ネーム」が増加 

2. ＜よみ＞ 女子「か止めネーム」、男子「と止めネーム」がトレンドに 

3. ＜漢字＞「楓」「柊」など秋冬に人気の漢字を用いた名前が増加 

 

【 11 月生まれの赤ちゃんに人気の名前ランキング TOP10 】 

 

＜TOPIC＞11 月生まれの赤ちゃんの名前、「楓」を用いた「メイプルネーム」が大人気！ 
毎年秋生まれの赤ちゃんの名づけには、秋の季節感を取り入れた「秋ネーム」が増加します。なかでも人気な

のが、カエデ科の紅葉する木の総称である「楓」や、紅葉をイメージさせる「葉」を用いた名前です。11 月生ま

れの赤ちゃんは例年通り、男女どちらも「楓」を用いた「メイプルネーム」が人気急上昇！ 女の子は「楓（主な

よみ：かえで）」、男の子は「楓真（主なよみ：ふうま）」が 1 位という結果でした。男女別に詳しくみていきま

す。 

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/
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1. ＜名前＞「楓」「楓真」が 1 位！「秋ネーム」が増加 
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）」・「陽葵（主なよみ：ひまり）」、3 位「紬

（主なよみ：つむぎ）」でした。11 月生まれの女の子に最も多く名づけられた名前「楓」は、9 月に 23 位でし

たが、10 月は 5 位へ人気が急上昇し、11 月はついに 1 位に。昨年は 10 月から 12 月まで 3 カ月連続で 1 位を

獲得しており、毎年秋から冬にかけて生まれた赤ちゃんに多く名づけられる傾向があります。年間ランキングで

100 位以下圏外の「楓華（主なよみ：ふうか）」は、11 月に 20 位と多く名づけられており、毎年秋に 100 位以

内にランクインしています。 

また、10 月に引き続き、「葉」を用いた名前が人気です。TOP10 には 7 位「彩葉（主なよみ：いろは）」、8 位

「琴葉（主なよみ：ことは）」の 2 つがランクインしています。 

 

11 月生まれの男の子に人気の名前 1 位は「楓真（主なよみ：ふうま）」、2 位「碧（主なよみ：あおい、あお）」、

3 位「蓮（主なよみ：れん）」でした。1 位の「楓真」は 9 月 100 位圏外から、10 月は 8 位へ急上昇し、ついに

11 月に初めて月間ランキング 1 位となりました。毎年秋に増加する傾向はありましたが、昨年は一度も TOP10

入りしておらず、今年特に人気が急増した「秋ネーム」と言えそうです。また、9 月・10 月に TOP10 入りして

いた「楓（主なよみ：かえで）」は、11 月 17 位でした。 

 

 

【  11 月生まれの赤ちゃんに人気のよみランキング TOP10 】 

2．＜よみ＞女子「か止めネーム」、男子「と止めネーム」がトレンドに 
11 月生まれの女の子に人気の名前のよみ 1 位は「えま」、2 位「めい」、3 位「つむぎ」です。「えま」という

よみは、2021 年で最も多く名づけられた今人気ナンバーワンのよみです。月間ランキングでも、7 月以降 5 カ

月連続で 1 位となっています。「楓華」「楓花」などのよみ「ふうか」は、10 月の 19 位から、11 月は 5 位へ大

きくランクアップし、11 月に急増しています。また、「楓」を止め字に用いて「か」とよむ名前も多い影響か、

4 位「ほのか」、5 位「ふうか」、7 位「いちか」と、TOP10 に 3 つの「か止めネーム」がランクインしていまし

た。 

 

11 月生まれの男の子に人気の名前のよみ 1 位は「はると」、2 位「りく」、3 位「あおと」でした。近年男の子

の名づけでは、止め字に「と」を用いた「と止めネーム」がトレンドです。10 月は TOP10 に 6 つランクインし

ていましたが、11 月も「はると」、「あおと」のほか、4 位「みなと」、5 位「ゆいと」、10 位「ゆうと」と 5 つ

の名前がランクインしていました。 
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【  11 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」「柊」など秋冬に人気の漢字を用いた名前が増加 
11 月生まれの女の子に人気の漢字 1 位は「愛」、2 位「奈」、3 位「莉」という結果でした。どれも年間を通し

て人気の高い、定番の漢字です。秋冬にむけて増加する漢字「楓」は 8 月 58 位、9 月 33 位、10 月 17 位と徐々

に順位を上げ、11 月は 13 位でした。今年も秋生まれの赤ちゃんに多く用いられています。「楓」を用いた名前

では、11 月生まれの女の子の名前 1 位だった「楓」のほか、「楓華」「楓佳」「楓菜」「楓奈」「彩楓」など 59 種

類のバリエーションで 171 名に名づけられていました。 

「秋ネーム」として秋に増加する「葉」を用いた名前は、「彩葉」「琴葉」のほか、「柚葉」「紅葉」「詩葉」など

51 種類、144 名に名づけられています。秋に紅く色づくモミジをイメージすることのできる名前も多く、生ま

れ月の季節感を取り入れた名づけをしている親御さんも多いようです。 

 

11 月生まれの男の子に人気の漢字 1 位は「翔」、2 位「斗」、3 位「大」でした。男の子に人気の漢字も、年間

を通して多く使われる定番漢字が上位に。注目なのは、毎年秋冬生まれの男の子に特に多く名づけられる「柊」。

植物のヒイラギを意味し、11 月ごろに香りのよい白い花をつけます。「柊の花」は初冬の季語であることから、

この時期に生まれる赤ちゃんの名前にぴったり。9 月は 80 位でしたが、10 月は 44 位、11 月は 36 位へランク

アップしており、冬が近づくにつれ増加傾向にあります。11 月は、「柊」のほか、「柊斗」「柊太」「柊平」「柊翔」

など 33 種類の名前で、63 名に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 11 月 1 日(月)～11 月 25 日(木)  

調査件数：11,574 件（男の子：5,868 件／女の子：5,706 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/ 

 

 

＜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 

 

＜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/ 

■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/ 

■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/ 

■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/ 

■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/ 

 

【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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