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女児は「葉月」「柚希」、男児は「旭」「海斗」の人気が上昇する傾向が明らかに！ 

8 月生まれベビーのイマドキの名づけ事情【名づけ調査】 

 女児人気 No.1漢字は「夏」！ 季節感のある名づけが人気。男児は定番漢字を使った“冒険しな

い”名づけ傾向に。 

News release 

 

妊娠・出産・子育て分野のサービス提供をおこなう、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、2017 年 8 月

生まれのお子さん 7,793 人を対象に、『8 月生まれベビーの名づけ』に関する調査を行いました。調査・分

析の主なポイントは以下の通りです。 

 

■人気の名前ランキング TOP10 

 
【女の子】 8月ならではの名前「葉月」が人気に！ 

女の子に人気ナンバーワンの名前は年間順位 2 位の「陽葵」でした。8 月ならではの名前で大きくランク

アップしたのは、2 位「葉月」（年間順位 17 位）です。8 月を意味する「葉月」は、季節感を取り入れた女の

子の名前として、この時季特に人気が高まることがわかりました。 

＜『8月生まれベビーの名づけ』に関する調査サマリー＞ 

■女の子の名づけは「葉月」「柚希」が人気！ 

■男の子は「旭」「海斗」など太陽や海をイメージする名前が好まれる傾向に 

■誕生月「八」のつく名前は少なめ 
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TOP10 ランク外ですが、大きく順位を上げた名前は、13 位「ひまり」（年間 40 位）、15 位「柚希」（年間圏

外）、17 位「心結」（年間 91位）、「百花」（年間 46 位）でした。「ひまり」は 8月の誕生花「ひまわり」から名

づける方が多いのかもしれません。圏外から 15 位へ大幅ランクアップした「柚希」。これは青柚子が 8 月

に旬を迎えることが、この時季に人気が上がる要因のひとつと考えられそうです。 

 
【男の子】 「旭」「海斗」など夏らしさが感じられる名前が急上昇！ 

8 月生まれの男の子に最も多くつけられていた名前トップ 3 は年間順位と同じ、1 位「湊」、2 位「蓮」、3

位「大翔」でした。「蒼」が年間 26 位から 5 位へ大きくランクアップ。この名前は「あおい」「そら」「あお」「そ

う」と読むようです。 

明るい朝日をイメージする「旭」（年間 72 位）は 9 位、夏の海を彷彿させる「海斗」（年間 72 位）は 10 位と、

夏らしい名前の人気も上がっていました。17 位「悠生」（年間 75 位）、19 位「葵」（年間 77 位）も順位が急

上昇しています。 

 

■人気の漢字ランキング TOP10 

 
【女の子】 人気ナンバーワンはやっぱり「夏」！ 「か」「な」とよむ名前でよく使われる傾向に 

7 月に引き続き、8 月生まれの女の子に最も使われていた漢字は「夏」でした。この漢字は「夏帆（かほ）」

「千夏（ちなつ）」「夏芽（なつめ）」といった名前で多く使われていました。「夏」は女の子の名前のよみで近

年人気のある「か」「な」とよむことができるため、「かほ」「ほのか」「はな」「かんな」など様々な名前で使わ

れていることが、人気ナンバーワンにつながったようです。 

 

2 位「莉」（年間 4 位）、3 位「花」（年間 7 位）でした。「花」はほかの漢字と組み合わせて名づけでもよく使

われるほか、8 月は「花」という名前が人気の名前 9 位、「はな」は人気のよみ 2 位にランクイン。2012 年

以降毎年 TOP10 にランクインし、2015 年には年間順位 1 位を獲得しているここ数年人気の漢字のひと

つです。 

明るい太陽を意味する「陽」は年間 13 位から 9 位へ、「夏希（なつき）」などの名前で多く使われた「希」は

年間 19位から 16位へランクアップしました。 
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【男の子】 季節感は影響ナシ!? 定番の人気漢字がランクイン！  

男の子の名づけは大きく変動なく、1 位「太」（年間 2 位）、2 位「翔」（年間 3 位）、3 位「大」（年間 1 位）が

TOP3 でした。9 位「蒼」（年間 11 位）、10 位「郎」（年間 16 位）が TOP10 外からランクイン。「郎」は 2015

年、2016 年の年間順位 TOP10 入りしており、近年よく使われる漢字となっています。8 月生まれのお子

さんには、「こたろう」「りんたろう」「こうたろう」といったよみの名前で使用されていました。ランク外ですが

17位「介」（年間 29位）、18位「晴」（年間 19位）も順位を上げていました。 

TOP10 を見てみると、夏らしい漢字よりも年間を通して人気の名前が多く使われており、女の子よりも男

の子のほうが“冒険しない名づけ”が行われていることがわかりました。 

 

■人気のよみランキング TOP10 

 
【女の子】 8月の季語「かんな」、旧暦の「はづき」が急上昇！ 

1 位は 7 月と同じく「ひまり」（年間 6 位）でした。8 月の季語である「かんな」が年間 25 位から 5 位へ大き

く順位を上げました。また、8 月を意味する「はづき」が 69 位から 8 位へ急上昇しています。8 月に特によ

くつけられる名前であると言えるでしょう。TOP10 ランク外ですが 14 位「しおり」（年間 37 位）、18 位「ひ

かり」（年間 27位）も人気上昇していました。 

 

【男の子】 TOP3は変わらず。「かいと」「えいと」「そうすけ」が人気アップ！ 

年間順位 TOP3 だった「はると」「そうた」「みなと」が人気という結果になりました。4 位の「かいと」は人気

の名前 10 位「海斗」のほか、「海翔」「海斗」といった「海」ネームのよみでよく使われていました。6 位「え

いと」（年間 32 位）、8 位「そうすけ」（年間 24 位）がランクインしたほか、14 位「はるき」（年間 26 位）、20

位「ゆうせい」（年間 39位）も大きく順位を上げていました。 

 

8 月生まれのお子さん 7,793 人の名づけ調査結果を見ると、7 月に引き続き 8 月も夏や海など季節感の

ある名前の人気が高まり、この傾向は女の子の名づけのほうがより顕著にみられることがわかりました。 

ちなみに、7 月生まれのお子さんの名前調査では、「七」のつく名前のお子さんが 52 人（女の子 49 人、

男の子 3 人）いましたが、8 月生まれで「八」がつく名前のお子さんは 8 人と大幅減という結果に。同じ夏

生まれでも、名前として取り入れやすい誕生月（漢数字）と、そうでないものがあることがわかりました。 
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【8月生まれの「八」がつく名前】（計 8人） 

女の子：八重花（やえか）、八絵（やえ）、八千代（やちよ）、八咲（やえ） 

男の子：彗八（せいや）、八瑠（はる）、蓮八（れんや） 

 

▼ 記事詳細はこちら 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/7338（女の子） 

https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/7340（男の子） 

 

＜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」の

サービスを利用されたお子さんのうち、2017 年 8 月に生まれたお子さんの名前 7,793 人 (女の子：3,884

人／男の子：3,909 人) 

※昨年度のランキング順位 100位以下：「圏外」と記載 

※本調査結果をご利用いただく場合は、【ベビーカレンダー調べ】と記載してください 

 

＜過去の名前ランキング＞ 

■7月生まれベビーの名づけ調査結果 

  -【結果発表】7月誕生女児の名前人気ランキング！「夏」「海」が急上昇！ 

  https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/7143 

  - 【結果発表】7月誕生男児に人気の名前ランキング！「海」ネームに注目★ 

 https://baby-calendar.jp/smilenews/detail/7145 

■赤ちゃんの名づけ調査記事一覧 

  https://baby-calendar.jp/smilenews/tag/1361 

 

＜ベビーカレンダーとは＞ 

 
『ベビーカレンダー』は、月間 150 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。https://baby-calendar.jp/ 

 

＜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 

LINE    https://goo.gl/KU2LZS 

 

 

 

■社名：株式会社ベビーカレンダー  

■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：産婦人科向け事業、メディア事業 

 

 

 

株式会社ベビーカレンダー 担当：大脇香織 

 【電話】03-6631-3600  【FAX】03-6631-3601 【メールアドレス】info@baby-calendar.jp 

 【ホームページ】https://corp.baby-calendar.jp 

会社概要 
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