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新卒採用支援サービス

2021年度からの採用　～共感を得られる採用活動を～

　新卒採用に関する経団連ルールが廃止され、その後の政府主導のスケジュールは無いに等し
い状況です。そのような中で通年採用を打ち出す企業が増え、学生も自分の進路について、　
従来より早くから行動できるようになりました。

　一方で、当社が行った通年採用や就活時期に関するアンケートによると、この流れに反対す
る学生や就職支援者の声も少なくありませんでした。これからの時代、優秀な人材を継続的に
獲得するためには、企業都合を押し付けるだけではなく、学生・大学側の意向にも配慮し、　
共感を得られる採用活動を通じて関係を築いていくことが重要です。

　私たちは昨年度のオンラインイベント経験に加え、大学教授をはじめとした就職支援者と実
際の学生の声をもとに、１～２年生の間は社会との繋がりや自身のキャリアを考えるための
キャリア支援を行う時期、3年生の夏から4年生の夏を『就活時期』と定めたうえで、これ
からの学生就活ニーズに適した、独自の新卒採用サービスを企画いたしました。

　企業の皆様におかれましては、当社サービスを通じて、SX（サステイナビリティ・トランス
フォーメーション）実現の原動力となる優秀人材を採用いただくと共に、採用選考活動を通じ
て、若い世代のキャリア形成にもご協力を賜りたくお願い申し上げる次第です。
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当社とエコリクイベントのご紹介

SXを人材マッチングで支援する業界特化の就職エージェント
グレイスは、環境問題、気候変動問題に対する具体的なソリューションを提供す
る職種と、企業のESG経営を推進する職種に、最適な人材マッチングを行うこと
で、SX（サステイナビリティトランスフォーメーション）を推進し、持続可能社
会の実現に貢献します。
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　環境・サステイナビリティテーマの特化型採用イベント
全国の理系環境系の学生を対象とした特化型就職イベントとして2013年より運営
しています。昨年度からは　コロナ対策でイベントをオンライン化し、ニュー
ノーマルに対応した新卒企画を提供しています。

事業：環境分野特化の人材サービス
設立：1995年
本社：東京都千代田区

エコリク2022の様子は2021年2月18日、4月15日にNHKおはよう日本、NHK未来スイッチでも放映されました
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エコリクのオンラインイベントはここが違う！

参加学生の約7割が理系！
全国の理系・環境系・サステイナビ
リティ学系大学の広報ネットワーク

① 理系・環境系学生がメイン！

社会情勢に左右されず、地方企業・
学生も参加しやすいオンライン開
催。専用ツールで簡単操作。学生が
期待する交流重視のプログラム。

② 完全オンライン運営

学生・大学アンケートに基づく最適
時期の合説開催。通年でいつでも可
能な単独説明会も用意。インターン
案内や後半戦の母集団確保に活用。

➂ インターン&通年採用に対応
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参加学生の大学・学科（昨年度参加300名）
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旧帝大早慶上

国公立上位

その他私立

その他国公立

私立上位

環境科学科　環境システム学科　環境資源学科　他
生物自然科学

環境学・環境科学

環境生物科学科　応用生物学科　分子微生物学科　他

農学バイオ
環境農学科　農業環境工学科　バイオサイエンス学科　他

海洋科学
海洋水産学科　海洋生物科学科　海洋生命科学科　他

デザイン工学科　環境・エネルギー工学科　電子光工学科　他
その他理学

その他工学

理学科　応用化学科　理学系研究科　他

文系
経営学科　国際関係学科　法律学科　社会学科　人文学科 　他

理系学生の主な所属学科

東京大学　  京都大学　東北大学 　九州大学　大阪大学　早稲田大学　慶応義塾大学　上智大学

筑波大学　国際教養大学　千葉大学　東京農工大学　お茶の水女子大学　他

明治大学　青山学院大学　法政大学　東京電機大学　立命館大学　他

公立千歳科学技術大学　茨城大学　東京海洋大学　愛媛大学　岡山大学　琉球大学　他

酪農学園大学　千葉工業大学　東京農業大学　工学院大学　近畿大学　他

理系
66%

文系
34%

大
学

学
科

海外大
1% 旧帝大

早慶上
8% 国公立上位

7%

私立上位
11%

その他
国公立
28%

その他
私立
46%

海外大
ネバダ州立大学リノ校

環境学
環境科学

41％農学
バイオ
10％

生物
自然科学

14％

海洋科学
7％

その他理学
12％

その他工学
5％
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参加学生の特徴
SDGsを知っていますか？

就職活動における企業仕事選びにおいて
SDGsとのつながりを意識しますか？

エコリク参加学生は 環境SDGsへの興味、関心が高く
企業選びの傾向として企業規模や知名度より
学んできた専門分野との関連性や
一緒に働きたい人がいるかどうかを重視しています。

就職先を選ぶ上で重視すること（複数回答）

研究している
4%

知っている
84%

聞いたことがある
12%

特に意識する
28%

優先的ではないが
意識する

62%

特に意識はしない
10%

■ エコリク2022参加学生（n=123）
■ 大手就職サイト

一緒に働きたい
人がいるかどうか

大学大学院の
専門分野との関連性

知名度
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人材育成事業を通じた理系・環境系学生の独自集客

学生利用率の高いSNSでの情報配信はもちろん、学生や大学教授宛メルマガ配信やGoogleなどネット上での広告広報活動も実施いたします

提携する一般社団法人サステイナビリティ人材開発機構 (Sus-Pro) は、環境・サステイナビリティを学ぶ勉強会やキャリアセミナーを大学等で開催するほか
全国の理系・環境系の指導教授に限定したメールマガジン（12,000名）を配信し、独自の学生集客ネットワークを有します。

人材育成・キャリア開発支援事業

❏ 大学生向けキャリアセミナーの企画運営（出張講義※オン
ライン対応）

❏ 社会人によるSDGsと仕事研究セミナー
❏ 研究人材・アカデミック人材向け就職相談会の企画運営
❏ SDGsを学ぶグループワークの企画運営
❏ オンライン完結型のインターンプログラムの構築支援

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほか

サステイナビリティ人材育成に資する連携事業

❏ SDGs、人材育成・定着、人権・労働をテーマとしたビジ
ネスセミナーの開催

❏ SDGs、人材育成、人材採用をテーマとしたアンケート調
査の受託

❏ 人材採用分科会運営（内閣府地方創生プラットフォーム）

第3回エコプロアワード

「環境大臣賞」
　　　を受賞
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学生・教授へのアンケート
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歓迎する 76%   歓迎しない 24%

〇自身のタイミングで就活できること　
やチャンスが増えるとの期待から

✖就職活動の長期化への懸念

学生

教授 歓迎する 55%　歓迎しない 45%

〇公務員試験、院進学、留学も考慮す　
ると通年で機会があるのは良いこと

✖長期化は反対。1年程度でメリハリ　
をつけないと研究に支障が出るから

2022エコリクに参加した就活年度生（理系環境系がメイン）及び全国の就活支援に携わる教授（理系環境系がメイン）を対象に実施

① 年間を通じて採用活動を行う
「通年採用」を歓迎しますか？

② 就活開始はいつが望ましい
ですか？

3年生の間の開始 を望む声が72%

<内訳>
・4月 12%
・7~8月　21%
・2~3月　39％

2~3月開始で従来スケジュールを希望す
る声が37%。次いで4年になってから。
<その他>
・大学2年から　3%
・大学3年の4月~翌1月　13%
・大学4年から　34％
・時期は関係ない　13%

3年から始められ、4年生の夏までチャレンジしたい！
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オンラインイベント ラインナップ
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対象学生 開催日時 企業数 学生数 料金(税別)

SDGs就活LIVE
（単独企業説明会）

選択可
ご希望のお日にち ※1

平日 18時~19時
(1ヵ月前までに申込)

各回１社 20名~
30名

35万円
(20万円※2)

SDGs就活フォーラム
（合同企業説明会）

23卒
①2/12(土) 10:30-18:00
②2/19(土) 10:30-18:00

10:30-11:00はゲスト講演

各回10社 200名~
300名

60万円
(45万円※2)

※1 2022年2~3月中は開催しません　※ 1 (　)内はSus-Pro法人会員（年会費30,000円）の価格となります　　

上記以外にも他団体と共催での就活イベントも企画しております
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2021年度 イベントカレンダー

2021 2022
7 8 9 10 11 12 1 2 3

平日 18～19時　
※1ヵ月前の申込み必須

SDGs就活フォーラム
（合説）

23卒
2/12(土)
2/19(土) 

SDGs就活LIVE
（単説）

企業概要説明動画の事前公開（イベント1週間前）合説
　学生は一方的に話を聞くだけの説明会より、企業担当との交流を
求めています。イベント当日は交流をメインとするために、事前に
企業概要動画を公開します。

<形式> 貴社でお持ちの動画、または企業説明プレゼンをZoom等で撮影
<内容> 「SDGsと貴社事業の関わりや取組み」を必ずお話しください
<動画の長さ> 5分以上
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開催前後のフロー

SDGs就活LIVE
（単説）

SDGs就活フォーラム
（合説）

企業情報
のご提出

Googleドライブ、もしくはメールに
てご提出（3週間前まで）

専用システムへ必要情報を
直接ご入力（3週間前まで）

紹介動画
のご提出 ー

貴社でお持ちの動画、または企業説
明プレゼンをZoom等で撮影
（2週間前まで）

イベント
当日

・セミナー
・交流会

・若手のホンネ
・個別相談会

学生へ連絡 参加学生の個人情報をお渡しします 参加学生の個人情報をお渡しします
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 当日プログラム　

第一部
セミナー
(30分目安)

ウェビナー形式でテーマ講演&会社説明
単純な会社説明だけでなく、学生の関心の高い
テーマの講演の後に企業説明やインターン、
選考についてご説明いただきます。

　＜必ずお話しいただくテーマ＞
　・SDGsと貴社事業の関わりや取組み

第二部
交流会

(30~60分)

オンライン上で学生と自由な交流
学生からの質問にお答えいただいた後、
自由に交流時間としてお使いください。
（質疑応答、座談会、個別相談会 等）

　＜実施例1＞　企業担当者3名のケース
　・人事1名が質疑応答
　・現場1名、若手1名が別ルームにて個別相談
　　または小グループでの質疑応答
　※ルームは最大3枠までご用意します。

SDGs就活LIVE（単説）
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2/12,2/19 当日プログラム

若手のホンネ 個別相談会

1回15分の予約制で個別面談
ルームをご用意します。

有力人材の選考への誘導や一
次スクリーニングとしてもご
活用いただけます。

学生定員 制限なし（申込不要）

概要 11時～18時
計14ターム
※人事+若手などの複数担当参加も可

時間割 毎時00分、 30分スタート
最大20分間 ＋ インターバル10分
※休憩タームの設定可

学生定員 各回 1 名（申込制）

概要 11時～18時
計28ターム
※企業2枠まで。最大56名との接触可

時間割 毎時00分、15分、 30分、45分スタート
最大12分間 ＋ インターバル3分
※休憩タームの設定可

事前に企業概要を動画で視聴
した後は、学生の志望度を
もっとも高める「若手社員の
話」で、個別相談やエント
リーに繋げます。
テーマ： 企業選びの理由、
就活体験談、仕事内容　等

SDGs就活フォーラム（合説）

※学生質問はチャットから対応（非対応も可）
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専用システム
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①

企業ページ訪問をした
学生の履歴が残る

個別面談の予約機能と
Webミーティング機能

動画配信、個別相談、学生情報確認まで専用システムで一括管理なの
で、オンライン採用に慣れていなくても安心！

SDGs就活フォーラム（合説）

企業紹介動画の
アーカイブ配信
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専門人材やハイスキル層を狙うなら
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採用企業／ポジション入社決定人材

土壌環境コンサルタント
土壌汚染対策　施工管理　技術開発

国立大学院 / 農学部 修士 / 男性
研究：土壌汚染　バイオレメディエーション

海外大学院 / 理学部 修士 / 女性
研究：海洋の温度上昇に関する分析

海外環境コンサルタント
気候変動、GHG排出量の分析

海外大学院 /グローバル環境歴史 修士 / 女性
研究：企業における環境やサステイナビリティ

ESGコンサルタント
サステイナビリティレポート制作
外部評価向上に関わる支援

国公立大 / 環境科学部 学部 / 女性
研究：農業気象

気象防災サービス
システムエンジニア

● 完全成功報酬型（80万円/人）のため採用決定まで費用は一切発生しません
● 貴社の魅力ややりがいを学生に伝え、志望意欲を高めたうえでご紹介します
● 学生の専攻・研究テーマと貴社の求める人材を理解した専任の担当者が精度の高いマッチング

をいたします
● 工数をかけず、採用難易度の高い理系学生のピンポイントでの採用活動が可能です

※新卒紹介サービスは別途のお申し込みが必要です。グレイスのマッチングディレクターが求人詳細をヒアリングいたします。

人材紹介（新卒）



https://www.grace-e.co.jp/　info@grace-e.co.jp

本社
〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番 セタニビル5階
TEL：03-3263-0871  FAX：03-3263-0872

関西支社
〒541-0041 大阪市中央区北浜2-5-13 北浜平和ビル
TEL：06-6223-1961  FAX：06-6223-1965

一般社団法人サステイナビリティ人材開発機構
https://sus-pro.or.jp/　info@sus-pro.or.jp

〒102-0083 東京都千代田区麹町5丁目4番 セタニビル5階
TEL：03-6380-8081

お申込み・お問合せ先
（株）グレイス 新卒採用サービス事務局　

03-3263-0871　ecoriku.stu@grace-e.co.jp

お申込みに当たっての注意事項
* サステイナビリティ人材開発機構（Sus-Pro）の法人会員価格での参加を希望される場合は別紙にてお申し込みを済ませてください。
* 出展の申込をいただいた後、弊社より申込企業様へ「確認メール」が発信されサービス利用契約が成立となります。
* サービス利用契約成立後、30 日以内に出展料金をお支払いください。
* サービス利用契約成立の翌日から 8 日目以降の申込の取消し解約からキャンセルポリシー(別紙)が適用されます。

mailto:ecoriku.stu@grace-e.co.jp

