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新Office
  徹・底・解・剖

いざ、今話題沸騰のスポットへ！

ファーストクラスの居心地?!

	 JITエリア
『JUST IN TIME』無駄が嫌いなあなたへ。
ファーストクラスの座席を意識して
作られたこのスぺ―ス。
ぽつんと一席ずつ寂しげですが…?!
窓から見える絶景を独り占め。
絶景を目前に、仕事も捗ります!!

広い窓を目前に、バーの
ような開放感！集中したい
時にもピッタリです。

商業エリアからオフィスフロアに
入ると雰囲気は一転。仕事モード
へスイッチON！
スタイリッシュなエントランスで
気持ちも引き締まります。
今回は特別に皆さまを御招待!

柔らかな曲線美が特徴のビルは、舞踏会で踊る男女を
イメージして作られたもの。
日比谷公園の緑と調和する『ダンシングタワー』は、
東京の新たな名所となること間違いなし!

効率性を追求するために
細やかな工夫が施された
オフィス。
洗練されたデザインは、
訪れるたびに気持ちを引き
締めてくれます。

このたび EY 新日本有限責任監査法人は、東京ミッドタウン日比谷に移転しました。

きれいなオフィスには、仕事の効率が上がるような工夫も施されています。

さぁ！それでは新オフィスツアーに出発！

一流のオフィスは遊びゴコロも忘れない！
様々な種類の椅子があるので、気分転換に
うってつけ。
色鮮やかな椅子は4色。実は四季をモチーフ
にしているんだとか。

スタンディング席

座って作業をすることが多い私達。
立ったまま仕事ができるこのスペースは、
意外に人気のスペースです。
机の高さは調整できます！2画面を使っ
て作業できるのもポイント！

夕陽を横目に帰る優雅な定時後。
仕事終わりのビールは格別です！
今日もお仕事お疲れ様でした。

ちょっとした会議に

ぴったり！

通称『ファミレス席』

次世代の会議は自由自在！
	 創造性を爆発させよう！

最新設備Surface Hubを使えばス
クリーンへの投影、テレビ会議、
タッチパネルを活かしたメモ機能
などできることは盛りだくさん!
これぞEY 新日本のNEW 会議
スタイル!

緑豊かなガーデンエリアで

	 ちょっと一息。

東京の真ん中にいるとは思えない
開放感は、まるで森のよう。
優しい木漏れ日が、仕事で疲れた体
を癒してくれます。
隣接しているカフェもおススメです!

J1・J2の

イチオシ SPOT

常備の美味しい

オニオンスープを

飲みながらひと休み
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Tips Tips
＊1 サマカン：EY Japan Summer Conference の通称。論文直後に行われる夏の説明会のこと。
＊2 秋カン：EY Japan Autumn Conference の通称。合格発表後に行われる秋の説明会のこと。

＊3 EY Café：他の企画を回った後は、コーヒーや紅茶でほっと一息つきましょう。
＊4 My Career：あなたのキャリア設計を手伝ってくれる大人気ブースです。

お集まりいただきありがとうございます。

本日は、皆さんが行われた就職活動についてお話して

もらおうと思います！

―就職活動はいつごろから始めましたか？ 

石井　８月末に論文が終わってから、私は旅行三昧でし

た。そのため就活を始めたのは９月末からです。そこか

ら２，３か月かけて、自分は何がしたいのかを考えて

いきました。

小野　私は、昨年も論文を受けていて、就活は昨年に

ひと通りやっていたため、受かった年は合格発表後から

始めました。内定が出るまでやはり２週間くらいしか

なくばたばたして大変だったため、ちょっと失敗でした。

室橋　秋からというのはだいぶ厳しいと思います。私は

論文直後の、８月30日ぐらいから始めました。予備校

のイベントにも参加していました。

市川　合格発表からのスケジュールも割とタイトでし

た。私は説明会などに行き始めたのは論文直後から

でしたね。

石井　＊1サマカンに行っていないと、＊2秋カンで、何に

興味あるのか尋ねられたときに、何も答えられず時間を

無駄に過ごした感じがありました。サマカンに行って

おけば良かったなと後悔しましたね。

―就活中に印象に残っていることはありますか？

室橋　EY新日本主催のイベントの中で、２つあります。

１つ目は＊3 EYCaféです。コーヒーを飲んでおやつを

食べながら、リクルーターと自由に話ができる場所で

す。２つ目は＊4 My Careerです。My Careerはリク

ルーターと１対１で相談しながら、「君の将来のキャリア

はこれだ！」というのを出してくれるんですよね。30

分くらいかけて一生懸命相談にのってくれたのがとても

嬉しかったです。

市川　EYCaféは何が良かったですか？

室橋　EYCaféでは自分の素で喋ることができて、雑談

とか、結構自由に時間も取れるのが良かったです。

私の場合は、実際に人と喋って、ついていきたいなと

思える人を探す場として説明会を使っていた感じですね。

就活はがんばったというより楽しかったです。

小野　私も就活は結構楽しかったなという印象があっ

て、あまりがんばったという感じではなかったです。でも

最終的に何に興味を持てるかは分からなかったので、

いろいろなイベントになるべく参加して、興味がなく

ても、とりあえず話を聴いてみるようにはしていました。

石井　全体説明の後にリクルーターが、就活生に興味が

あることを聴いてくれて、それに応じたブースに案内し

てくれるのがいいと思いました。ちゃんと面倒見てくれ

ている感じがあり、いいなと思ったのがEY新日本の印

象に残ったところです。あとは、就活中にいろいろな人

と喋ることで、人によって何を大事にするか違いがある

ことが分かり、さまざまな価値観に触れられたことが

自分のことを考えるきっかけになりました。

市川　さまざまな価値観を聴くことができるのが、説明会

のいいところですよね。私の場合も説明会がいろいろな

価値観の人に触れ合うきっかけになったのと、パート

ナーやシニアマネージャーなどの、上の職階の人と話す

機会があったことがいい刺激になりましたね。私は、

説明会に行く日程が土日に限られていたので、自分のや

りたいことを事前に明確化して、それを法人の方に理解

してもらえるようにがんばって説明していました。

小野 文香市川 義人 石井 奈緒 室橋 侑平
第１事業部所属。主に化学系の
会社の監査を担当。IPOや海外
業務に興味あり。試験後にハワイ
とメキシコに行きました！

金融事業部と Digital Audit 推進
部兼務。ITを用いた監査の効率化
を推進。趣味はジョギングとアニメ
鑑賞です！

監査法人への就職活動ってどんな感じなんだろう？
入社 1年目の４名に就職活動を行っていた当時を振り
返ってもらい、説明会での出来事やあの頃の気持ち、
そして、皆さんへの想いを語ってもらいました！

第４事業部所属。主に学校法人
の監査を担当。3月まで学生非
常勤。趣味のアルティメット
では大会にも出場しました！

第３事業部所属。主に半導体
メーカーの監査を担当。ディズ
ニーワールドで行われるEYの
研修に参加する予定です！

1年目の今だからこそ話せること。

就活のエッセンスが

凝縮されています。

就活の第一歩、

ここから始めましょう！

新人座談会
就活応

援企画

～ How to Prepare for Your Future～

J1 Total

195
4
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室橋　あと、私は面接に力を入れましたね。EY新日本

の面接はすごく人を見てくれるので、がんばったほうが

いいと思います！

― EY新日本への入社の決定打ってどんなところで
した？

石井　私の場合は、EY新日本が求めている人財とか

法人の理念にすごく共感して、ときめきを感じたところ

です。入社した後は視野が広がるし、自分のやりたいこと

もわかってくるから、どのような人と働きたいかが大事

だと思いました。

市川　EY新日本は手を挙げたら、自分がやりたいこと

に柔軟に対応してくれそうだなって思いましたね。

小野　私はIPOに興味がありましたが、海外業務も

希望していました。どの事業部に居てもIPOもできる

し海外業務もできるEY新日本の制度がいいなって思い

ました。あとはリクルーターと話しやすく、親しみやす

い方が多くて、一番しっくりきたのがEY新日本でした。

室橋　自分が働いている姿をイメージしたときにすんな

りいくかは重要かと思います。リクルーターと就活生の

会話だけではなくて、リクルーター同士の会話を聴いて

いて、自分が働いている側になったときにフィットしそ

うなところがいいかなと思いました。

―最後に受験生へのメッセージをどうぞ。

市川　就活をするにしても受験をするにしても早めに

行動した方がいいですね。臆さずに、話を聴いてみよう

かなくらいから始めてみてください。まずは行動する

ことからです。

小野　メッシの名言で、「努力すれば報われる？そう

じゃない。報われるまで努力するんだ」という言葉があ

ります。すごくつらいときもあると思いますけど、報わ

れるまでがんばってください！応援してます！

石井　私からは、受験生のときには想像できないような

本当に楽しいことが、EY新日本に来ればいっぱいある

ということを伝えたいと思います。

室橋　皆さんは不安な気持ちと、夢を持つ気持ち

の両方があると思うので、不安になったときでも、

JOINUS！を読んで一瞬かっこいい将来の自分のこと

を妄想しちゃってください。夢を持つ気持ちを大事にし

てください！

― 皆さん、本日は貴重なお話をどうもありがとう
ございました！

４人の経験談を参考に、受験生の皆さんの就活が、より

良いものになることを編集委員一同願っています！
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情報収集する
　さあ！いよいよ、就職活動のスタートです。各法人HPやパンフレット、JOINUS!などのリクルート
情報をみて今一度自分が進みたい道を考えてみましょう。

イベントや面接の日程を確認する
  　就活イベントは論文式試験の翌日にあることも！スケジュール管理をしっかり行いましょう。

この際遊んでおく

  　試験まで精一杯勉強した自分へのご褒美に思いっきり遊ぶのもありです。サマカンから合格発表
までの期間が絶好の遊び時！

説明会に行って将来のビジョンを見つける
　説明会は実際に法人の社員や職員とお話しできる数少ないチャンスです。とりあえず行ってみること
が大事です。

多くのリクルーターと話して、本音を引き出してみる
  　どんな些細なことでもなんでもリクルーターにぶつけてみましょう。あなたに「きっかけ」を与えてく

れるキーパーソンがきっと現れるはずです。

スーツを買って身だしなみを整える

  　リクルート用のスーツ、靴、鞄を揃えましょう。説明会や面接は連日続くため、２着以上あるとい
いかもしれません。

自己分析をする
  　就活を通じて大事なことは、自分をいかにアピールするか。今までの経験を振り返り、自分の強みと弱

みをしっかり把握して、将来やりたいことを明確にしましょう。

エントリーシートは人に見てもらう
  　就活後半になると気になってくるのがESです。ESは採用担当者にアピールできる大きなチャンス。

予め作成したものを予備校の先生や友人に見てもらっては？

Excelのスキルアップをする

  　いまや監査調書は電子化もすすみ、Excelで作られることが多いです。同期と差をつけたいあなたは
Excelの勉強をしてみてはいかが？

就活を楽しみ尽くす
  　一度きりの人生です。監査法人への就活も楽しんで臨みましょう。仲良くなった人と一緒にランチに

行ったり、飲みに行ったり、素敵な出会いがあるかも…♡

就活でしたい10のコト
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仕事終わりに遊園地 !

いざ花嫁修業！

乾杯☆

新しい出会いも大切
合コンへ

鍼治療で美肌意識！

高校時代の仲間との

ひととき

日々プロテインは

欠かせない。

両親へプレゼント

新オフィスビル内の映画館へ直行！

飲み会

同期の活躍に刺激！

出張終わりの野球観戦！

イイ？ですか
あなたの定時あがり

ついていっても

リラックスタイム♥

今日は仕事終わりに美容院に立ち寄りました。

髪も切って心もリフレッシュ。

また明日から頑張ります！

仲良しチームで

繁忙期明けに、チームの打ち上げ！

パートナーも含め、飲み会の場では無礼講です。

思い切ってタイへ！
定時後に海外旅行へ出発！メリハリがあるので、仕事もプライベートも充実させやすいです。

自分を追い込め！
筋肉は嘘をつかない！仕事もジムの時間に合わせて全力投球！

愛する人との、特別な夜
この日は結婚指輪を購入した記念すべき日。指輪はまだ手元にないけれど、奥さんに日頃の感謝を込めて乾杯。

やりすぎ注意 !?

今日の仕事終わりはゲームセンターへ！

ゲームってついついやりすぎてしまうんですよね…。

世界を目指して…！
将来的に海外で勝負できるグローバルな会計士になる
ため、英語の勉強をしています！

何でも話せる同期と♥
今日は同期の女性職員みんなで女子会!
仕事の話から恋愛の話まで何でも話せる素敵な仲間です!

一流のオトナは自分の時間も妥協しない。

明日の元気を作るプライベートタイムに

何をして過ごすのか。

今日は特別に、1 年目の皆さんの定時後

のとっておきの過ごし方、教えてもらっ

ちゃいます！
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EY には魅力的な仲間がいっぱい！今日は皆さんに私達の大好きな EY の仲間達をご紹介します！

いかがでしたか？ EY ではまだまだ魅力的な仲間が皆さんを待っています。

川﨑奏海さん	（第４事業部 スタッフ）

入社3年目で主に学校法人の監査を
担当しています♪少しずつ後輩もで
きてやりがいを感じています。
趣味はピアノと旅行です。最近は
法人の仲間とゴルフも始めました！

PICKUP

大津青葉さん	（金融事業部 スタッフ）

入社2年目で、主に保険会社の監査
を担当しています。休日は旅行に行っ
たり、法人の仲間と野球をしたりし
ています。そして、このJOINUS!の
編集長もやっています‼

PICKUP

Wonderful
Buddies!

Excel
lent

　 Colle
agues

!

Cheerful!

Dependable !

Good
Smile !

Good

Fellow
ship !

田畑幸子さん	（第４事業部 スタッフ）

川﨑さんはパブリックセクターの頼
れる先輩！でも、ゴルフにおいては
私の方が先輩です笑
いつも食べることが大好きな私に
つきあってくださり、ありがとう
ございます。また美味しいお肉食べに
行きましょう～！

鈴木美帆さん	（第２事業部 スタッフ）

大津さんは予備校時代から仲の良い
同期で、よく一緒に飲みに行きます。
この間は受験時代の仲間と奥多摩へ
BBQ に行きました♪
いつも盛り上げてくれる
私達のムードメーカー的
存在です！

大島尚佐子さん	（金融事業部 シニアマネージャー）

大津君のことはリクルート時代からよく知っ
ています。今では私が主査を務めるチームで
頑張ってくれています！いつも一生懸命な大津
君、無理はしすぎないでね～。

村上航一さん	（第４事業部 シニア）

川﨑さんは僕の可愛い後輩です。
いつも僕のロジカルで精密な監査
についてきてくれています！笑
僕はカフェや小物など
も結構好きなので、今度
は川﨑さんのオススメ
を教えてほしいなあ☆

大塚篤さん	（第４事業部 マネージャー）

川﨑さんは後輩というだけでなく、休日も
ゴルフを一緒にする仲です！実は、僕も川﨑
さんも元JOINUS!の編集委員なんです。
川﨑さんが昨年作成したJOINUS!とても
よかったよ～！同じ元編集委員同士これから
もよろしくね！

上村竜也さん	（金融事業部 スタッフ）

大津さんは予備校時代からの先輩で
す。今ではメンタリングという金融事

業部の新人フォロー制度
でカフェでお話しする仲
です笑
こ れ か ら も お 世 話 に
なります☆

平井大貴さん	（金融事業部 シニア）

大津さんには仕事の相談をよくされま
す。可愛い弟分です。ちなみに飲み会
後のダーツでは完膚なきまでに勝利し
て兄貴の貫録を見せました！
リベンジお待ちしてます笑

鈴木彩芽さん	（第４事業部 スタッフ）

川﨑さんは同じパブリックセクター
の同期で、かけがえのない存在です。
私はスポーツ好きで彼女と正反対で
すが、とっても仲良しなんです☆
今年は一緒にオーストラリアに行き
ました♪
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（編集長）

（採用課）

* はリクルーターです。

*
*

*
**

* *

横森恵佑

毎朝１日の楽しみとして、

卵黄のしょうゆ漬けを作っ

ていました。

滝鼻怜奈

勉強に疲れた時は、

猫に癒されて乗り切りました。

山河沙織

絶対に翌年に持ち越さない、

今年で全て出し切る！と必死で

次の科目を詰め込みました！

荻野智成

寝付きやすくするため、論文の

3日間とも夜、ビールを飲んで

寝ていました。

佐藤尭

テンションが上がるクラシック

音楽を聴きまくりました。

奥村恵美

常に口角を上げることを

心がけていました。

後藤彩風

 勉強の合間に旅行の申込みを

して、試験後の楽しみを作っ

ていました！試験後7か国へ

旅行しました。

田中悠介

瞑想していました。

勝田凌輔　

週に一日、午前中で勉強を

やめて好きなことをしてい

ました！

大津青葉

論文式試験の翌日からオーストラ

リア旅行だったので、その楽しみ

を胸に耐え抜きました。

あとは、たくさん寝ること☆

編集長

Editor’s Note

（スタッフ1）

（スタッフ1）

（スタッフ1）

（スタッフ1）

（スタッフ1） （スタッフ2）

（スタッフ2）

（スタッフ2）

（スタッフ2）

（スタッフ2）

大津　青葉 荻野　智成 滝鼻　怜奈 山河　沙織 横森　恵佑 奥村　恵美

勝田　凌輔 後藤　彩風 佐藤　尭 田中　悠介 五十嵐　剛
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出 演 者
（ 50 音順 ）

Special Thanks

Editorial Members

編集委員
（ 50 音順 ）
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大島　尚佐子 大塚　篤 小野　文香 川﨑　奏海 酒井　秀座 鈴木　彩芽

鈴木　美帆 瀧澤　智尋 田之倉　京子 田畑　幸子 平井　大貴 平川　琴巳

鮑　和薫 宮嵜　裕之 村上　航一 室橋　侑平 安田　真由子 山川　尚貴

渡邉　南美 渡邉　ゆうな

お申込みは、EY 新日本有限責任監査法人 HP 内、定期採用サイトより受け付けております。

URL : https://mypage.1170.i-web.jpn.com/EYshinnihon2018/
※エントリーがお済でない方は、新規のご登録をお願い致します。

主催 ： EY 新日本有限責任監査法人

開  催  日：９月４日 ・５日 ・６日
開催場所：イイノホール＆カンファレンスセンター

EY 新日本は、今、「変革」 の真っ只中にいます。それは、監査法人の新しいカタチを作る、壮大な変革です。

働く人たちが、プロフェッショナルとして、自分の職場を、仕事を、生活を、そして成長を楽しむことができる世界。

この追求、その積み重ねこそが、EY 新日本が目指す 「高品質な監査」 につながると信じています。

監査業界そのものが大きなパラダイムシフトに直面している今、皆さんと一緒に新しいカタチを作っていきたい。

そう思うと、心からワクワクします。

私たちは 7 月 1 日に法人名を 「EY 新日本有限責任監査法人」 に変更し、今話題の東京ミッドタウン日比谷に移転しました。

これは 「変革」 の一つの形にすぎません。でも、新たな道に踏み出す、大きな一歩にもなりました。

「EY Japan Summer Conference」 では、EY が考える監査法人の新しいカタチ ・ 世界観をお見せしたいと思います。

最新の施設やテクノロジーを用いた職場環境や監査業務の変化、

さらに皆さんがワクワクしながら働いている姿を体感いただけるさまざまなブースを準備しました。

皆さんには、将来、監査法人の枠を超えて活躍するイメージを強く持ってほしい。

そのキッカケになる 1 日になれば、と思っています。

「EY Japan Summer Conference」 で皆さんの 「想い」 を実現するストーリーを描いてみてください。

若手スタッフが執筆した受験生時代の過ごし方や現在の業務に

関する情報を、定期採用 HP にて続々配信中です。今後は、イベ

ント情報やシニア以上の長く活躍している先輩たちの記事も配信

する予定です。気分転換 ・ モチベーション維持にぜひご一読くだ

さい！

Facebook と Twitter でも採用に関する情報を発信しています。

下記のワードで検索してみてください！

「EY　Careers」

「EY Japan Careers」

「EY Japan キャリア」

Facebook & Twitter & Instagramリクルートブログ

EY Japan
Summer

Conference
－ 2018 －
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