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EY Japan Autumn Conference
富国生命ビル14階

セクター（業種別）紹介
～ 会計士の専門性と多様性を磨く！ ～
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説明会

EY 女子会

金融業務説明会
～伝えます、あなたを輝かせる
　EY金融～
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金融キャリアのトリセツ
～ 広げます、
　あなたの世界と可能性 ～

財務会計アドバイザリー

しくじり体験談 &
なんでも相談会

学生非常勤なんでも相談会

金融キャリアナビ
～応援します、
　あなたの「夢」への挑戦～

IPO業務·スタートアップ支援
～イノベーショントレンドに着目し
た企業成長サポート

IPO実務体験

パブリック

監査業界の新常識！
AI 監査時代に求められる
技術と能力とは！

Global
～Shape your global career with us!

Welcome to EY Japan Autumn Conference
皆さん！  本日はEY Japan Autumn Conferenceにようこそ!!
今、EY新日本では “監査”を一から見つめ直し、皆が深く考える、それをサポートする環境や制度も整備する。
この実現に向けて、ロボティックスやAIの活用、働き方改革やオフィス改革など、
さまざまなイノベーション（変革）に取り組んでいます。
今年の「Autumn Conference」では、こうしたEY新日本の取り組みを余すところなくお伝えするため、
さまざまな説明会をご準備しています。
EY新日本から拓ける公認会計士としての素晴らしいキャリアや、
グローバルに活躍する数々のチャンスがあなたを待っています。
ご自身の将来を思い描きながら、思う存分楽しんでください。皆さんの未来が大きく変わる1日になるかもしれません！

 EY Japan Autumn Conference 運営担当一同 　    

（注）15:00～15:30まで、面接申込みのための休憩時間を設定しています。

「クライアントのビジネスを理解し、深度ある監査を実現する」このＥＹ新日本が目指す監査品質への道のりには、
プロフェッショナルとして成長できる機会が溢れています。
EY 新日本が目指す未来は、そしてその未来を切り拓くプロアクティブな人材とは？
そこにある“監査の魅力”を先輩会計士が熱く熱く語ります！

EY のメンバーとして飛躍していく自分の姿を想像してみませんか？
そこにいるあなたはプロフェッショナルとして輝かしい道を歩んでいることでしょう。
経験豊富なリクルーターがみなさんのキャリア設計を全力でサポートします！

業界 No1 の人員、クライアントを擁し、グローバルにもローカルにも強みを持つ監査環境。
そして、広がるアドバイザリーの世界。それぞれの強みを持ったメンバーが、金融業務の魅力とその先に広がる
多様なキャリアをご紹介します。「興味はあるけど、なんだか難しそう」··· そんな方向けの「入門編」も用意しています。

改革の最先端を走る EY 新日本× Global の組み合わせで、他では作れない輝くキャリアを作りませんか？
駐在 /GEP 経験者、Global 業務に奮闘する若手、海外語学研修参加者、バリバリ帰国子女、TOEIC200 点台か
ら Global キャリアを築き上げた人など、魅力あふれる先輩達と少人数で直接じっくり話せるチャンスです。

IPO 実績 No1／監査業務と IPO 業務の両キャリア／イノベーショントレンド
IPO（株式公開）を目指すベンチャー企業のサポートは、日本経済成長のカギです。
EY 新日本の IPO 業務の特色を IPO 経験豊富な会計士が熱く語ります！

パブリックってどんな仕事しているの？どんな人が働いているの？ パブリックに詳しくないけど大丈夫？
そんな皆さんの疑問にパブリックメンバーが丁寧にお答えします！

EY 新日本では、監査法人に所属しながら財務会計アドバイザリーという専門業務を経験することができます！
経験豊富なメンバーが、アカウンティングファームだからこそできる財務会計アドバイザリー業務をご紹介します。

グローバルに展開される人材育成プログラムをはじめ、様々なプログラムを導入し、皆様の成長をサポートします。
また、充実した非常勤の制度や、監査以外の様々なキャリアを積むチャンスとして、出向制度などをご紹介します。

自分の地元で活躍したい！EY 新日本なら、全国各地で活躍するチャンスがあります。
地区事務所における採用情報や業務内容について、地区事務所での勤務経験を持つメンバーが、
あなたの疑問 · 質問にお答えします。

EY の各種制度、育休等取得割合、女性比率等、気になりませんか？
女性パートナーや、実際に産休育休を取得した女性会計士が、知って得する耳よりな情報をお届けします。

多様なキャリアを持つパートナーにいろいろ聞いてみたい！そんな方は是非、お越しください。
監査実務のみならず、公認会計士という職業の魅力や苦労、今後の業界動向や EY 新日本の様々な取組みまで ···
なんでも OK のマルチなブースです。

EY 新日本は働きやすいの？　監査現場の雰囲気はどうなの？　自分が成長している実感は？
そんな本音を若手リクルーターに聞いてみませんか。EY 新日本の若手リクルーターが正直にお答えします。
是非、お気軽にご参加ください。

EY Japan Autumn Conference ブース紹介　富国生命ビル14階

監査の魅力
（監査事業部）

My Career

金融の監査とアドバイザリー

Global
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EY 新日本の「セクター（業種別）」という枠組みが、あなたをプロフェッショナルへと導きます！
各業界を熟知した、もはや業界人とも言える経験豊富な先輩会計士が、セクターで磨ける多様性や専門性、
それを支えるナレッジや成功談などなど、セクターの魅力を皆さんに熱く語ります。会計士の仕事の奥深さを体感してください！

セクター（業種別）紹介 ～会計士の専門性と多様性を磨く！～　20 Mon 富国生命ビル14階　　22 Wed 富国生命ビル28階



来るべき AI 監査の時代で生き残る次世代の監査人に求められる能力とは何か？今後の監査業界において必須技術となる AI の
他、EY 新日本が力を入れている RPA（Robotic Process Automation）等の先端デジタル技術を駆使した監査と監査人に
求められる能力を、EY 新日本のデジタル戦略を交えてご紹介します！ これから会計士になる皆さん、必見です！

あなたのキャリアを輝かせる金融業務ならではの魅力、そして他を圧倒する EY 金融の強みをご紹介します。
金融分野で最大級の人員、金融の各分野を代表するクライアント、そこから生じるアドバイザリー · グローバル ·
外部（金融庁、日銀、金融機関等）で活躍する機会！目移り必須のブースを準備してお待ちしています。

金融の " アドバイザリー " と " グローバル " に焦点を当てた人気企画です。リーディングファームならではのプロフェッショナル
の世界をご紹介します。クロスボーダー M&A、金融工学、フィンテック、IPO、IFRS などの会計コンサルティング、
各種の規制対応アドバイザリー。そして、グローバルで活躍するキャリア。活躍する数年後の自分を見つけてください。

あなたが会計士として実現したい「夢」はなんですか？大量の情報に埋もれ、「夢」を探しているあなた、「夢」の実現のための
キャリアプランにお悩みのあなた、就職活動の締め括り企画です。EY 金融の“プラスα " の専門性が生み出す多くの選択肢の
中から、金融コンシェルジュがあなたの「夢」への挑戦をお手伝いします。

近年、世界では最新のテクノロジーで成長し続けるスタートアップが世界経済を牽引しています。
EY はグローバルでも日本でも IPO 業務やスタートアップ支援に力を入れています。
そんな EY の IPO 業務 ·スタートアップ支援について先輩会計士の体験談も含めてご説明します！

IPO 業務の中でも、最もスキルがつくショート · レビューの体験講座！IPO 業務の現場を肌で感じてみませんか？
あわせて、監査の実務体験もできます！

公会計分野の第一人者の新日本だからこそ実現できるキャリアパスや仕事の魅力をお伝えします。
そしてヘルスケア · 教育 · 自治体など、各分野の第一線で活躍するメンバーが、みなさん1 人1 人の疑問や悩みを解決します！ 

改革の最先端を走る EY 新日本× Global の組み合わせで、他では作れない輝くキャリアを作りませんか？
前半は EY 新日本の Global 業務概要とその強み、EY 新日本で働く外国人の仲間からのメッセージをお伝えします。
後半は駐在 /GEP 経験者や Global 会計士を目指す若手と直接じっくり話せる時間をご提供します。

監査の経験を土台として活躍できる分野の 1 つが財務会計アドバイザリーです。
監査経験を活かしながらアドバイザリーとして活躍するメンバーと話しながら、
会計士としての自分の将来のイメージを膨らませませんか？

本当に一人前の会計士になれるか、皆さん、不安ではありませんか？
先輩たちは、多くの失敗を経験し、それを克服して成長しています。
そんな先輩たちが失敗から得られた教訓を伝授します！！皆さんの価値観を変えるかもしれません！

EY 新日本は非常勤でもとても働きやすい職場です。非常勤に関するさまざまなニーズにきめ細やかに対応しています。
非常勤での経験をもつ先輩会計士の実体験を聞いてみませんか。

EY テーマ別説明会　（開催日時・会場は、裏面 開催スケジュールをご覧ください）

監査業界の新常識！
AI監査時代に求められる
技術と能力とは！

金融業務説明会 
～伝えます、
  あなたを輝かせる EY 金融～

金融キャリアのトリセツ
～ 広げます、
　あなたの世界と可能性 ～

金融キャリアナビ
～応援します、
　あなたの「夢」への挑戦～

IPO 業務 ·
スタートアップ支援
～ イノベーショントレンドに
　着目した企業成長サポート

IPO 実務体験

パブリック

Global
～Shape your global career 
    with us!

財務会計アドバイザリー

しくじり体験談＆
なんでも相談会

学生非常勤なんでも相談会

前半は入社４年目、仕事に慣れ、現場責任者として活躍する女性会計士が仕事・プライベートについて本音でトークします。
後半はパートナーを含む多くの女性会計士とのフリートーク。なんでも質問してください！途中参加、途中退出も OK、是非、お気軽にご参加ください！

EY 女子会　22 Wed  24 Fri 日比谷国際ビル5階　512大会議室

主　　催：新日本有限責任監査法人
お問合せ：EY Japan Autumn Conference事務局   0120-212-252 （平日9:30〜17:00）
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