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【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 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。 

 

名前で夏らしさを感じる「夏っぽネーム」が増加！ 
「凪」「海」「夏」など SUMMER 感ある漢字を使った名前が大人気

2022 年『8 月生まれベビーの名づけトレンド』発表！ 
 

 

専門家から直接アドバイスを受けられる日本最大※の育児支援サイトを運営する株式会社ベビーカレンダー（旧

社名：株式会社クックパッドベビー、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。今回は、2022 年 8 月生まれのお子さん 10,206

件（男の子：5,182 件／女の子：5,024 件）を対象に調査した『8 月生まれベビーの名づけトレンド』を発表し

ます。※2021 年 11 月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間 PV 数（当社調べ）において 

 
【 TOPIC 】 
1．今年の 8 月生まれは男女どちらも「凪」がトレンド！「夏っぽネーム」が大人気！ 
2．＜女の子＞8 月人気漢字 2 位は「夏」！TOP100 に 7 つの名前がランクイン！ 
3．＜男の子＞「海ネーム」100 名以上！「海」「夏」を使った名前が増加 
 

＜ 8 月生まれベビーの名前ランキング ＞ 

 

■＜女の子＞名前ランキング／「凪」が急増！「なぎさ」とよむ名前が人気 

 8 月生まれの女の子の名前ランキング 1 位は「陽葵（ひまり）」、2 位「葵（あおい）」、3 位「凛（りん）」で

した。「陽葵」は 7 月に続き、2 カ月連続で 1 位となりました。「凪（なぎ）」は、6 月 29 位、7 月 22 位、8 月

は 7 位と夏に向けて順位を上げています。通年人気の高い名前ですが、特に夏生まれに増加傾向のある夏らし
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さを感じる名前「夏っぽネーム」の代表格。「凪」とは風が止み、波がなくなって海面が静まることを意味する

漢字で、近年男女どちらにも名づけで多く使われるようになってきています。海を連想することから、特に夏

生まれの赤ちゃんの名づけに多く用いられており、女の子の漢字ランキングでも 20 位と上位にランクインして

いました。 

 

 夏らしい「夏っぽネーム」で増加していたのは「夏帆（かほ）」。「夏」と、船の帆を意味する「帆」を組み合

わせた名前です。春は 100 位以下の圏外でしたが、7 月は 22 位、8 月は 13 位と順位を上げていました。ま

た、22 位「七海（ななみ）」、28 位「渚（なぎさ）」・「凪咲（なぎさ）」・「楓夏（ふうか）」、33 位「凪紗（なぎ

さ）」も順位を上げており、この夏多く名づけられていました。8 月の女の子の名づけは「夏」や「海」、「凪」

を用いた名前が人気だったほか、「なぎさ」とよむ名前が順位を上げていました。 

 

■＜男の子＞名前ランキング／「碧」が 6 カ月連続 1 位！海をイメージする名前が人気 

8 月生まれの男の子の名前ランキングは、1 位「碧（あお・あおい）」、2 位「陽向（ひなた）」、3 位「湊（み

なと）」でした。「碧」は 7 月に続き、2 カ月連続の 1 位。今年特に人気が高い名前の一つで、6 カ月連続で

TOP10 入りをしています。 

 

8 月に増加した「夏っぽネーム」は「琉生（るい）」。6 月は 38 位でしたが、7 月は 27 位、8 月は 7 位と

TOP10 入りし、人気が急上昇していました。「琉」は宝石の琉璃を意味し、「琉球」という言葉でなじみがある

漢字です。琉球（沖縄）の青く美しい海を連想することから、夏に増加したと考えられます。そのほか、12 位

「凪（なぎ）」、20 位「海翔（かいと）」、34 位「海斗（かいと）」、36 位「大河（たいが）」、36 位「櫂（か

い）」など海をイメージする名前が多く名づけられていました。 

 

＜ 8 月生まれ女の子の漢字・よみランキング ＞ 

 

■漢字ランキング／8 月の人気漢字 2 位は「夏」！「凪」を使った名前がこの夏のトレンド 

 8 月生まれの女の子に人気だった漢字ランキング 1 位「莉」、2 位「夏」、3 位「愛」でした。「夏」は毎年夏

生まれの赤ちゃんの名づけに多く用いられる漢字で、昨年 8 月は人気漢字 1 位でした。今年も 6 月 23 位、7

月 10 位、8 月 2 位と夏に向けて多く用いられています。「夏」を使った女の子の名前では、13 位「夏帆」、28

位「楓夏」、53 位「帆夏（ほのか）」、66 位「千夏（ちなつ）」・「瑠夏（るか）」、80 位「夏芽（なつめ）」・「夏
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蓮（かれん）」と、100 位以内に 7 つの名前がランクイン。138 種類の名前で名づけられていました。 

また、「凪」を用いた名前も人気で、8 月は漢字ランキング 20 位にランクイン。「凪」を使った名前では 7 位

「凪」のほか、28 位「凪咲（なぎさ）」、33 位「凪紗（なぎさ）」、66 位「凪沙（なぎさ）」、80 位「美凪（み

な）」といった名前が人気です。 

 

■よみランキング／「なぎさ」とよむ名前が増加！ 

 よみランキング 1 位は「えま」、2 位「あおい」、3 位「ひまり」と、7 月と同じ TOP3 でした。「ひまり」は

通年を通して人気ですが、夏生まれに特に多く名づけられるよみの一つです。「ひまり」というよみは 8 月の誕

生花・ひまわりをイメージすることから 8 月も人気が高かったのかもしれません。5 位の「みお」は「澪」と

いう名前で最も多く名づけられています。「澪」は船が通る水路、水脈を意味します。海や川を連想する漢字は

夏生まれに好まれることから、人気が高まったようです。「なぎさ」というよみは、6 月 26 位、7 月 12 位でし

たが、8 月は 9 位へランクアップ。月間ランキングで初めて TOP10 入りしました。「凪」という漢字を用いた

「なぎさ」とよむ名前が人気だったことがわかります。 

 

＜ 8 月生まれ男の子の漢字・よみランキング ＞ 

 
 

■漢字ランキング／8 月生まれの「海ネーム」100 名以上！「海」「夏」を使った名前が増加 

 8 月の漢字ランキング TOP3 は 1 位「翔」、2 位「陽」、3 位「大」でした。毎年夏になると「海」という漢字

を用いた名前が増加します。今年も 6 月 26 位・70 名、7 月 20 位・89 名、8 月は 14 位・106 名へと増加し

ており人気でした。「海」という漢字を使った名前は、20 位「海翔（かいと）」、34 位「海斗（かいと）」、48

位「海晴（かいせい）」、76 位「海（かい）」・「拓海（たくみ）」と 5 つの名前が 100 位以内にランクイン。全

部で 53 種類のバリエーションで名づけられていました。 

 また、毎年 8 月に人気の漢字「夏」も増加。5 月は 100 位以下の圏外・10 名でしたが、夏に向けて増加

し、8 月は 27 位・75 名に名づけられており、7.5 倍に増加しています。 

 

■よみランキング／夏に人気のよみ「かいと」が人気急上昇！ 

よみランキング 1 位は「はると」、2 位「りく」、3 位「みなと」という結果でした。「はると」というよみ

は、年間ランキングでも 2018 年以降 4 年連続で人気のよみ 1 位を獲得している絶対王者。今年も月間ランキ

ングで 1 位の座を譲っていません。 

毎年夏生まれの男の子に多く名づけられているのが「かいと」。6 月 19 位・42 名、7 月 12 位・61 名と徐々

に増加し、8 月は 9 位・60 名に名づけられました。「かいと」とよむ名前では「海翔」、「海斗」のほか、海を
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漕ぎ進める道具や船を意味する「櫂」を用いた「櫂翔」、「櫂斗」、「海」や「夏」を用いた「夏絃」「海虎」など

全部で 28 種類のバリエーションで名づけられていました。どれも漢字やよみで夏らしさを感じる「夏っぽネー

ム」。季節感を名前に取り入れた親御さんも多かったようです。 

 

※（）内は主なよみを表記 

＜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：2022 年 8 月 1 日(月)～8 月 25 日(木) 

調査件数：10,206 件（男の子：5,182 件／女の子：5,024 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/ 
 
 
■名前の順位を調べられる「名前ランキング検索」をチェック！ 
「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」サイトに関して＞ 

『ベビーカレンダー』は、月間 PV 数 2.4 億 PV、会員登録数が年間約 36 万人、総勢約 40 名の医師・専門家が

監修する妊娠・出産・育児の情報を網羅した日本最大（※）の育児支援サイトです。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、元雑誌編集経験者を中心とした約 20 名の編集者が質の高い記事を

毎日提供します。 

※2021 年 11 月時点において各メディア（当社選定競合サイト４社）が発表している月間 PV 数（当社調べ）において 

 

ニュースリリースはこちら▶https://baby-calendar.jp/smilenews/release 

 

https://nazuke-nameranking.jp/nameranking2021/
https://nazuke-nameranking.jp/
https://baby-calendar.jp/smilenews/release
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＜運営会社「ベビーカレンダー」に関して＞ 

社名：株式会社ベビーカレンダー（https://corp.baby-calendar.jp） 

※2021 年 3 月 25 日 東証マザーズ上場 

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 

 

多くの医療専門家監修による、日本最大の PV 数を誇る育児支援サイ

ト「ベビーカレンダー」を運営。ベビーカレンダー以外にも、女性の

ライフスタイルにあわせた情報提供サイトを展開し、事業を拡大中。

2021 年に東証マザーズ上場。 

 

＜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：オトナ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/ 

 

 

＜公式 SNS からも最新情報更新中！＞ 

Instagram ：https://www.instagram.com/babycalendar/ 

YouTube  ：https://www.youtube.com/channel/UCFblSCmHFCkHiFXsrcksuhA 

Facebook ：https://www.facebook.com/babycalendar/ 

Twitter  ：https://twitter.com/baby_calendar 

 

【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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