


LEAP DAYとは

沖縄から日本の未来を考える。 

最先端の人財育成事例や、地域イノベーションの事例を知り、学ぶことができる、都市型フェスティバルです。 

トークセッションだけでなく、食・音楽・ダンス・映画・ゲームなど様々なコンテンツから感じ・考える機会を提供し、 
年齢や所属を超えて、人と人との繋がりを大切にする、そんなイベントです。

タベモノガタリ株式会社 代表取締役社長 竹下氏による社会起業家ピッチ
シリコンバレーの伝説の起業家、熊谷芳太郎氏と 

株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO 麻生要一氏のセッション イベント後、ゲストとRyukyufrogs11期生との記念撮影



LEAP DAYの成り立ち

LEAP DAYは、沖縄の民間企業がスタートした人財育成プログラムである「Ryukyufrogs」の最終成果報告会の場として始まりました。 

大人でも解決が難しいような社会課題に向き合い、解決に向けて行動している学生の姿を見て、多くの人が感動し、 
「自分も何か行動しなければ」と、参加者が変化していきました。 

この輪がもっと大きくなっていけば、地域社会に存在する多くの課題を当事者意識を持って行動できる人が増えるのではないか、と考えるようになりました。 

そこで2018年から規模を拡大し、セッションの数を増やして、より多くの人に想いを届けられるように、運営してきました。 

私たちはLEAP DAYを通して、Well-beingな世界を実現するために、課題を共有し、解決のために一歩踏み出す後押しをしたいと思っています。

LEAPDAY2017 / 1day 一般公開約630名 (西原町さわふじ未来ホール) LEAPDAY2019 / 2days 一般公開延べ 3,349名 (琉球新報ホール) LEAPDAY2018 / 2days 一般公開延べ 2,233名 
(琉球新報ホール、沖縄銀行本店大会議室、沖縄県庁前県民広場、パレット久茂地前広場)  



LEAP DAY 2019 キョウメイ

Food

Startup Pitch

Student Pitch

Music

Dance Performance

日程：2019年12月14日(土)～2019年12月15日(日) 
延べ来場者数：3,349名　(うち県外海外来場者 28%) 
会場:琉球新報ホール 
セッション数：27

都市型フェスティバルとしてリスタートしたLEAP DAYも3年目、過去最大の27セッションを
通じてその場にいる全ての人が響き合い、共感して次の一歩を踏み出す、という意味を込め「キ
ョウメイ」とテーマを設定。過去最大の述べ人数に加え、参加者の約3割が県外から来沖、遠く
シリコンバレーから参加したゲストも。



LEAP DAY 2020 結風

Virtual RPG Venue 
& GameTalk Session Student PitchMovie

日程：2020年12月10日～12月13日 
場所：オンライン（Vimeo、バーチャル会場） 
延べ閲覧数：1260 
セッション数：21

Covid-19の影響により、完全オンライン開催となったLEAP DAY 2020 結風。 
このタイミングだからこそ、団結して新しい風をという意味を込め、「結風」をテーマに設定。 
オンラインでもイベント感を楽しんでほしいと、RPG風のバーチャル会場をリリース。 
また、教育関係者に見てほしいという想いから、学生と教員のチケットを完全無料に。



LEAP DAY 2020 結風セッション紹介(一部)

ジェンダーを考える  
～誰もが自分らしく生きるヒント～ 
中西 高大, 下山田 志帆, 平良 亮太(モデレーター)

心を優先した経済社会は創れるのか  
～共感資本社会・ホラクラシー社会の実現～ 
新井 和宏, 武井 浩三, 水谷 衣里(モデレーター)

なぜ今アントレプレナーシップ教育が 
求められているのか 
伊藤 羊一, 柏谷 泰行, 澤 円, 畑中 ひらり(モデレーター)

真のWell-beingの未来 
～経営に活かせる禅や心理的安全性を知る～ 
島津 清彦, 武田 雅子, 山崎 暁(モデレーター)

未来型教育とは 
～温故知新で教育現場の未来を創る～ 
星野 明宏, 三原 菜央(モデレーター)



LEAP DAY 2020 結風 参加者属性データ
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LEAP DAY 2020 結風 参加者アンケート抜粋

30代　東京都　会社員

想像以上にエネルギーを感じました。 
日本の元気は沖縄から生まれる気がしました。

40代　沖縄県南部　学校教員

教員として明日よりもっと楽しく働く。 
子供に（学生に）決断させる必要を他の教員と共有する。

40代　沖縄県中部　専業主婦・主夫

職種や所属に関係なく、日々考え、状況を良い形に転がしていくヒントがたくさんありました。
その中で仕事につながっていくことが見つかるような期待が持てました。

20代　大学生・大学院生・短大生・専門学校生

沖縄を軸に2拠点生活をしたいと思ったので、その準
備を進める。

10代　茨城県　中学生

小さな一歩として、地域のお店にお金を落とす。 
自分の知っている世界（地域）を増やすため、行ったことのないお店にいってみる。

20代　福岡県　会社員

様々なテーマでのセッションに加え、こういった場で
しか伺うことができない実践事例が多く、大変勉強に
なりました。
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LEAP DAY 2021 コンセプト

リカレント教育 子どもの教育（未来）

DAY - 1 DAY - 2

子ども達にクリエイティブな環境を提供できるのは大人。 
大人が変わることで、その大人の周囲にいる子ども達の環境は変わる。 

人生100年時代の世界観に対応できるか。 
学び続けるマインドをキープするための環境を作って行こう。 

そして誰もがWell-beingを追求できる、寛容な社会へ。

VUCAな世界経済と深刻な環境破壊がすすむ地球の中で 
必要とされるクリエイティブリーダー。 

ボーダーレスな社会での多様な価値観を受容するメンバーシップ。 

旧世代的な価値観から解き放たれ、 
アカルイミライを描ける人財を育成するには？



LEAP DAY コミュニティ始動

LEAP DAY コミュニティとは？

毎年12月に開催してきたLEAP DAY。 
参加者の方の行動変容や社会への影響をより大きくするには 

どうすれば良いか。 

LEAP DAY 2021はコミュニティ化することで 
年1度だけでない関わり方に。 

人財育成をテーマに、沢山の考える機会と議論、 
そして変化をより多くの人へ提供します。

5月

7月

9月

11月

12月

リカレント教育 x 連携団体との共創イベント

未来の教育 x 連携団体との共創イベント

リカレント教育 x 連携団体との共創イベント

未来の教育 x 連携団体との共創イベント

LEAP DAY 2021 「???」

Pre Process ReflectionEvent

1イベントあたりの構成



LEAP DAY 2021 「???」

Live Streaming

Talk Session
2021年12月18日～19日 
那覇市ぶんかテンブス館、オンライン配信 
那覇市制100周年記念事業に採択されました 
※コンテンツは未定です。

Movie

Music

Student Pitch



LEAP DAYの将来

Well-beingな世界を作るのは、人。

LEAP DAYを人財育成の甲子園に

会社も、学校も、作っているのは人。 
だからこそ、未来を作る = 人を育てること。 

13年前にスタートしたRyukyufrogsプログラムも 
日本各地に広がり、2021年は4拠点、2022年は6拠点に。 

日本各地の最先端の人財育成と、イノベーターがLEAP DAYに集まり、 
沖縄から、人財育成で日本を変えていく。 

そんな未来をLEAP DAYは目指しています。



協賛プラン

Platinum 
¥3,000,000

Gold 
¥1,000,000

Silver 
¥500,000

Bronze 
¥300,000

Partner 
¥100,000

Supporter 
¥50,000

ロゴ掲載 
（リアル/オンライン含む）

特大 大 中 小 小 名前のみ

パンフレット内広告 特大 大 中 小 ロゴのみ 名前のみ

イベントチケット 5枚 3枚 1枚 1枚 1枚 1枚

ナイトパーティー 
招待券

5枚 3枚 1枚 1枚 1枚 ー

飲食チケット 10枚 6枚 2枚 2枚 ー ー

インタビューボード 
登壇ボードロゴ掲載

特大 大 中 小 ー ー

イベント中CM放映 
（リアル/オンライン含む）

30s 
2種類

15s 
2種類

15s 
1種類

ー ー ー

記事配信 インタビュー2記事 インタビュー1記事 インタビュー1記事 ー ー ー

セッション 
ネーミングライツ

大ホール2セッション 
選択優先権あり

大ホール1セッション 
先着順

小会場1セッション ー ー ー

ブース展示 あり あり ー ー ー ー

セッション登壇枠 10分プレゼン ー ー ー ー ー

公式サイト 
広告掲載

特大 大 中 小 ロゴのみ 名前のみ



地域の未来を人財育成で変えていく。 
沖縄発の都市型フェスティバル、LEAP DAYを共に創りませんか？


