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ここがスゴい！私の事業部 

J1's Schedule 

J1 Pickup 

Welcome to the New Office 

Your Global Experience Starts Here  

ひとり暮らし、応援します！ 

EY Girls 

編集委員は見た！ J1のホンネ 

選考スケジュール 

編集後記 
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J1's Schedule

月

月

月

月

月

月

月

補習所 @EY-J1 - 2017/1 /7
入社までのんびりしたいですよね。遊びたいですよね。

しかし、補習所は待ってくれません！

グループディスカッションや合宿で、他法人の同期と仲良くなりましょう！

#eラン　#寝ると怒られる　#先生が上司

実査、棚卸立会 @EY-J1 - 2017/3 /31
これらの手続はやり直しがきかないので現場での一発勝負！

ときには冷蔵庫に入ったり何億円もの現金を数えたり…

珍しい棚卸ができるかも？

#前日寝れない　#集合時間が深夜　#動物を数える！？

入社式 @EY-J1 - 2017/2 /1
EYの同期全員と初めての顔合わせ！

この時期は、懇親会が何度もあるので

自分のことを覚えてもらえる話のネタがあると輪が広がりやすい

です！

#EYイエロー　#辻さん　#スコットさん

繁忙期 @EY-J1 - 2017/4 /24
噂には聞く繁忙期…

いったいどんな闇があなたを待ち受けているのか…

安心してください。チームの先輩があなたを導いてくれますよ。

#とはいえ23時まで　#太る派と痩せる派　#確認状つらい

考査 @EY-J1 - 2017/2 /19
１年間でなんと7回もあります。

作問者には元予備校講師もいるので侮ると痛い目に合うかも！？

考査とは別に課題の提出もあるので計画的に時間を作りましょう！

#遅刻すると受けられない　#日曜！　#追試は1.5万円

夏休み @EY-J1 - 2017/8 /11
繁忙期の給料やボーナスも入り、待ちに待った夏休み！

海外旅行をする人、帰省する人…

皆さん想い想いに過ごします。

旅行の予約と休みの申請は計画的に！

#２週間！？　#３週間！！？　#社会復帰困難　

新人研修 @EY-J1 - 2017/3 /1
監査の実務やツールの使い方、ビジネスマナーなど働く上での

基礎を学びます。

講義はグループ単位で受けるので、同期と交流を深めましょう！

ディスカッションを通じて問題解決能力が身につきます！

#ビジネスマナーが熱い　#1分間プレゼン　#エクセル

子会社往査 @EY-J2 - 2017/10 /27
日本中の子会社や支店を飛び回ります。

出張あるあるですが、決まって何か忘れものをしていたり、

サービスでベッドがツインになっていたり…

#食べログ　#観光地だとラッキー　#コンビニ遠い

打ち上げ @EY-J2 - 2017/12 /15
年の終わりに事業部やチームで打ち上げをやります。

幅広い世代の職員が集まるので、思ってもみない話で盛り上が

ることもあります。

先輩の意外な一面を見ることができるかも！？

#忘年会もかねて　#無礼講　#飲むなら持つな、持つなら飲むな

何となく話には聞く補習所や繁忙期、夏休みなど
J1（スタッフ1年目）のメインイベントを時系列で見てみましょう。
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行雲流水　　一定の形をもたず、自然に移り変わってよどみがないこと。

花
井 

伸
大
朗



NewOffice

Welcome to the New Office1

2私たちがご案内します！

Elevator Hall
まずはエレベーターホールからスタート！
高級ホテルと勘違いしてしまうほどおしゃれな雰囲
気です。色味や照明が落ち着いていて素敵ですね！

Rest Room�
化粧室、意外と大事なポイントですよね！
女性は特に、メイク直しの時間も楽しみになりそうです！

こちらは完成後のイメージ写真です！
最大の特徴は、「業務の形態に応じた多様なスペース」
です。これにより、生産性やサービスの品質を高める
ことができます！高層階から眺める景色、素晴らしいです…！

息抜きに日比谷公園を眺めながら上司と雑談する
のもいいですね。定時後は、日比谷公園で毎年開催
されているオクトーバーフェストに足を伸ばすの
もおすすめ。

Reception
残念ながら受付はまだ完成していませんでし
たが、EYイエローを基調とした清潔感のある
雰囲気になるようです。
広々としたロビーにおしゃれなソファー、素敵
な空間ですね。

Work Space
なんという広さでしょう！
噂によると、こちらの敷地面積は
テニスコート40面分なんだとか！
完成後も、壁が少なく開放的な空
間になるそうです。

Café 

気分転換したくなったら、カフェテリアへ！ランチ
後に1杯コーヒーでも飲みながら、ほっと一息つき
ませんか？
こんなスペースがあったら、居心地がよすぎて仕事
に戻るのも忘れてしまいそうですね(笑)

ついに来年、EYの事務所が移転します！
いったいどんなオフィスに生まれ変わるのか
気になりますよね…？
皆さんを代表して、建設中のオフィスに潜入して
きました！

Before After

Welcome to the
New Office

さてさて、お待ちかねの
フロア内部！
いったいどこまで
完成しているんでしょうか？
期待に胸が膨らみます。

Pickup

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）

（イメージ）
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YOUR Global EXPERIENCE
STARTS HERE

U.S.A.
From

ス
タ
ッ
フ

シ
ニ
ア
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ネ
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ジ
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早く仕事を覚えることを目標に
監査業務に専念

英会話スタート

海外駐在を意識し始める

リファーラル業務やIPOに関与
海外子会社の監査チーム管理を担当

海外で活躍できる人材育成を目的とする
FutureGenに選ばれる

フィリピン語学研修

グローバル企業のインチャージ（主査）に

ニューヨーク研修

シンガポール駐在

結婚

TOEICスコア：350点

TOEICスコア：500点

TOEICスコア：850点

Now Here

My History

To the Next Step!

駐在
５ヵ月目！

Singapore
From

libertyliberty

usa

taglish

phl

kiasu

sin

シンガポール駐在
世界中の

スタッフと交流

フィリピン
語学研修

各国のEYから3,300名ものスタッフ有志が
参加する４日間のグループワーク研修、それ
がIILC(※1)です。
この研修では毎日チームが変わるため、多く
の人と交流できました。監査への熱意やビ
ジネスのアイディアで盛り上がったことが印
象的でした。英語での表現が上手くできず、
もどかしい気持ちになることもありましたが、
伝えたいという気持ちが一番重要だという
ことを実感しました。

入社当初は国内色が強いオイル・ガス系のクライアントに従事していました。シニアになってから
英語ができればもっと自分の可能性が広がると感じ、一念発起して英語を本気で勉強し始めまし
た。そして日本でリファーラル業務やグローバルに展開する自動車関連企業で経験を積みました。
そのような業務を通し監査をサポートする側の業務を経験することで、より自分を成長させたいと
思い駐在を目指しました。

私は JBS（※3）の一員として駐在しています。
従来の監査経験を生かしつつ、幅広い業務を経験できます。
●新規監査やアドバイザリー（IFRS 新基準対応）の提案
●会計相談（IFRS）
● �現地の監査チームとクライアントとのコーディネーション業務
●�日本と現地の監査チームとのコーディネーション業務
●日本の監査チームの海外往査対応（通訳含む）
●セミナー開催

グローバル企業の海外子会社の監査チームの管理を担当できました。
そこでは国際電話会議やチャットなどを通じさらに英語の実践力を高められます。
また、IFRS 関連業務やリファーラル業務にも生きてきます。

この研修ではオーダーメイドのカリキュラムを組める
ため、業務に役立つトピックに重点を置いてレッス
ンを受けることができます。また、語学学校に通う
EY以外の多様なバックグラウンドを持つ方との交流
も新鮮で刺激的でした。オフには先生と日帰り旅行
で一息も。
帰国後はリファーラル業務(※2)にも挑戦し、グローバ
ルに活躍するキャリアプランを思い描けるようにな
りました！

韮澤 政司スタッフ

大熊 嵩平マネージャー

Shuhei Okuma海外研修や駐在はハードルが高いと思っていませんか？
いえいえ意外とチャンスは多いんです！ 今回はその一部をご紹介します。

土屋 紗喜子シニア

Seiji Nirasawa

Sakiko Tsuchiya

　 監査をサポートする側の業務とは？

　 入社から駐在までのキャリアを教えてください。

　 日本で英語をスキルアップするとどんな業務ができますか？

ASEAN JBSトップの上司と

自宅のプールです！

最後にひとこと！

娘の誕生日に
家族と

ネイティブじゃないスタッフでもチャンスがあります！

Philipp
ines

From

※１：�The�International�Intern�Leadership�Conferenceの略
今でもSNSで交流してます！

世界一小さいタール火
山へ

※2：�リファーラル業務とは主に、外国の監査法人のチームの一員となって、
海外親会社をもつ法人について監査・保証を行う業務です。

※３：�ジャパン・ビジネス・サービスの略であり、日本企業の海外事業展開をサポートするため、アシュアランス・税務・
アドバイザリー・トランザクションの分野で幅広くサービスを提供するEYのグローバル・ネットワークです。

先生と二人三脚でがんばりました！

EYは努力する人にチャンスを与えてくれる法人です。
今は十分なスキルがなくても努力次第で自身の道は切り拓けます。

夢をつかんでください！

「習うより慣れろ」をモットーに、スピー

キングに重点を置いていました。

オンライン英会話で定期的にブラッシュ

アップして、TOEICや英文法の勉強で基

礎力をつけました。また、EYのプログラ

ムを活用して、フィリピン語学研修や英

会話教室に通いました。

◆ How to study?

Tips

４週間マンツーマンでスキルアップ！
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高円寺の阿波踊り

井の頭恩賜公園

都内有数のデートスポットである井の頭恩賜
公園がある街、吉祥寺。大きなデパートがあり、
買い物にも便利で、住みたい街ランキングの
上位になることも多いんです。
意外と家賃も抑えられるこの落ち着いた街で、
みんなが憧れる夢の会計士生活…なんていう
のも妄想が膨らみますね。

Type A のあなたには、

中央線沿線がおすすめ。

文句なしの立地で買い物に便利、

公園もあって住み心地最高ですよ！

本場徳島に次いで２番目に大きなこのお祭り。
当日は商店街に屋台が立ち並びます。
観てよし、食べてよし、踊ってよしのお祭りです。

東京で一人暮らしを始めたい！…でも、何を基準に選べばいいの？
地方から東京に就職される方も、就職をきっかけに一人暮らしを始めたいという方も、必見です！

駅前ショッピング

ひとり暮らし、応援します！

高円寺駅

家賃相場：7.84万円

交通：JR中央線（快速）、JR中央・総武線（各駅停車）、京
王井の頭線、東京メトロ東西線

主要スポットまでの所要時間：新宿◉JR中央線14分、�
渋谷◉京王井の頭線17分、東京◉JR中央線�28分

新オフィスまでの経路：…JR中央線�神田駅…JR山手線�
有楽町駅（所要時間：34分）

家賃相場：7.97万円 

神戸 美穂[J1]

こちらもオススメ！

吉 祥 寺 駅

監査法人に入ったら、やっぱり
パートナーを目指したい！

金融とパブリックなら、
金融のほうに興味がある

限定品や流行りものを見ると、
ついつい買ってしまう

講義とディスカッションなら、
ディスカッションのほうが好きだ

日本酒とワインなら、
ワインのほうが好きだ

GCといえば？
Yes：継続企業　No：合コン

恋愛をするなら、自分から
積極的にアプローチするほうだ

高級ブランドが好きだ

ショッピング重視 タイプ

のあなたは…Type

P.16へ

アクセス重視 タイプ

のあなたは…

P.17へ

ステータス重視 タイプ

のあなたは…

P.18へ

START!
Yes
No

AA Type BB Type CC

ビジネス用品を買うなら、
ちょっと高級なものを選びたい

大切な記念日は、
高級レストランでお祝いしたい

休日は、家でまったりと過ごすより
外でアクティブに遊びたい

どこに
住もうかな…?

あなたはどのタイプ
オススメ街診断 ?

Type A

Data
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目黒川
東京ドームシティ

アクセス抜群 都心の一等地

銀 座 駅

Type B Type C

巣 鴨 駅

六義園
銀座４丁目交差点

皆さんは銀座と言ったら何を思い浮かべますか？芸
能人、高級ブランド…イメージ通り家賃はなかなか
高額ですが、事務所まで歩いて通える点、最強のス
テータスを手に入れられる点を考えれば我慢できま
すね。仕事終わりにおしゃれなレストランで食事す
るもよし、自分へのご褒美に高級品を買うのもよし。
そんな優雅な生活を送ってみませんか？

山手線沿線で、往査にもお出かけにも便利です。
さらに都営三田線も利用できるので、新オフィ
スの最寄り駅（日比谷駅）へのアクセスも抜群！
EY の若手スタッフも多く住んでいるようです。
お休みの日には、巣鴨地蔵通商店街や六義園
に足を運んでみるのもよいかもしれませんね！

匿名希望[J2]

立浪 伸悟[J1]

中目黒駅
家賃相場：10.38万円 家賃相場：8.54万円 

家賃相場：8.14万円

交通：JR山手線、都営三田線

主要スポットまでの所要時間：池袋◉JR山手線4分、
新宿◉JR山手線12分、大手町◉都営三田線12分

新オフィスまでの経路：…都営三田線�日比谷駅（所
要時間：14分）

家賃相場：11.44万円

交通：東京メトロ銀座線、丸ノ内線、日比谷線

主要スポットまでの所要時間：銀座◉徒歩圏内、
六本木◉東京メトロ日比谷線９分、
表参道◉東京メトロ銀座線13分

新オフィスまでの経路：…徒歩10分（近っ！）

東京ドームシティが近いので、巨人戦や人気アーティスト
のライブなどへ歩いてすぐに行けるのは嬉しいですね！�
スパ施設「LaQua」で日頃の疲れを癒すのもよさそうです。

春は桜、冬はイルミネーションと季節に応じてさまざまな
表情を見せてくれる目黒川。
あなただけのフォトジェニックな場所を見つけてみては？

こちらもオススメ！こちらもオススメ！

Type B のあなたには、事務所から

近いところがおすすめ。

ドア to ドアで 30 分以内！朝はゆっ

たり、帰りもらくらくな快適生活は

いかが？

Type C のあなたは、とにかく華や

かなものが好き。

銀座に住んでキラキラの都会生活を

満喫しよう！

春日駅

Data
Data
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自分へのご褒美

月1のネイルアート

夏休みの過ごし方

カナ
ダに留学してきま

した
！

J１の
女性比率

No.1  EY  25.1%

最近
新しく始めたこと

お

料
理教室に通ってい

ます
EYで働いている女性ってどんな雰囲気なんだろう？
仕事、ファッション、プライベート…気になる情報をご紹介します！！

同期と韓国旅行にいってきました♪

女子会は定期的に開催！

近況報告で盛り上がります（笑）

EY女子の三種の神器は？

�ー�みんなが気になること、　　
EY女子に聞いちゃいました！

通勤ファッションで
気を付けていることは？

１.ハンドクリーム
２.マイボトル
３.ミニトートバッグ

EYに入社したら、あなたのお気に入
りをぜひ揃えてみてください♪

クライアントへ行くときは、
ジャケットでビシッと決め

ることが多いです。事務所勤務の
日は比較的自由におしゃれが楽し
めますよ♪

中澤 若奈
[J1]

山河 沙織
[J1]

松岡 喜子
[J1]

メディア系のクライアントに行って
いるので、 服装はわりと自由
です。
毎日自分らしくおしゃれを楽し
んでいます♪

動きやすいよう基本はパンツ
スタイルが多いです。
最近は女子力アップのために
スカートにも挑戦してます（笑）

同期はすごく仲がいいですね。
この間は事業部の同期のお誕
生日会をしました♪

Wakana Nakazawa

Saori Yamakawa

Yoshiko Matsuoka

19

中部
関東

近畿 80%7%

7%
6%

その他

NO YES
14%

86%

その他 雰囲気

自分がやりたいことが
できそうだったから

消去法

43%

25%

19%

13%

いないです…。 大学等

専門学校

その他
・友人の紹介
・法人内
・合コン
・SNS  etc…

15%
6%

26%

53%

謎に包まれたJ1の生態…
今回編集委員は、J1の実態を掴むことに成功した！

編集委
員は見

た！

なかには

こんな意見
も…

意外と半分
以上がフリー
なんですね！

●やはり関東勢強し！

● �皆さん気づいてないだけ
じゃないですか？

●なにこれドラマみたい！

●おめでとうございます～！！！
　（編集員一同）

●失礼しました～～（汗）

●�10倍って...いったい何に使った
んだろう

●自由って素晴らしい～!!

●地方勢も来たれ！EY！

● �俺も気づいてないだけ
なのかな？（笑）

●恋はフィーリング、タイミング、ハプニングですからね！

●でもカード使っちゃうんだよね～

●もはやモデルウォークで練り歩いちゃってください！

J1のホンネ

YES!!

Q1
Q2

Q3

Q5

Q6
Q7

Q4

入社前はどこに住んで
いましたか？

試験に合格して一番

変わったことは？

正直、モテると思いますか？
試験合格後、モテたと
思った瞬間はどんなとき？

土曜日、補習所へ向かってたら

突然ナンパされました（笑）

クレカの請求額が

10倍に（笑）
テレビを長時間観ていても
罪悪感がなくなった＼(^o^)／

街を堂々と歩けるようになった←

彼女ができた!!!

モテたと思った瞬間はこれから来ます…。

現在の恋人はどこで出会い
ましたか？

ここだけの話、EYに
入社するか迷いましたか？ 結果的に、EYに入って

良かったですか？

EYにした
決め手は？

EY一筋!!

迷った…

23%

77% （97%）

ありませんが？

キミも
　JOINUS！
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選考スケジュール（東京事務所）
RECR UITME NT SCHEDULE

2017年度論文式試験合格者および過年度合格者を対象に、下記の通り、EY Japan Autumn Conference（法人説明会/テーマ別
説明会）および選考を実施いたします。

11月17日（金）正午より 受付を開始いたします。
※既にマイページへエントリー済の方：以下URLよりご予約ください。
※マイページ未登録の方：以下URLよりエントリー後、ご予約ください。

https://mypage.1170.i-web.jpn.com/EYshinnihon2017/

11月23日（木・祝）15:00より マイページから受付を開始いたします。
※１次、２次面接の予約は併せて行ってください。

11月27日（月）～ 11月29日（水）

11月30日（木）～ 12月２日（土）

12月４日（月）9:00　メールおよび電話にて内定通知を行う予定です。

12月４日（月）13:00 ～ ５日（火）17:00

こちらのQRコードを読み取ってください 。

▲

エントリーシート（履歴書）は電子受付となりますので、マイページよりご提出ください。
提出期間：11月17日（金）正午 ～ ご自身が予約した1次面接日の前日正午まで

（入力開始は11月13日（月）を予定）

開催期間：11月20日（月） ～ 24日（金）

開催場所（予定）：日比谷国際ビル、富国生命ビル

法人説明会では、法人の概要説明に留まらず、No.1の監査品質を目

指すEY新日本のさまざまな取組みもご紹介します。

すべての取組みが、No.1の監査品質、そして皆さんのキャリアUP

につながっていることがお分かりいただけると思います。

また、法人概要説明のあとは、一般監査業務のみならず、金融・

IPO・パブリック・グローバル・アドバイザリー・地区での活躍な

どなど、さまざまなブースをご用意して、皆さんの疑問にお答えし

ます。

テーマ別説明会では、「興味のある分野についてもっと深く知りた

い」、「じっくりと先輩の話を聞きたい」といった皆さんのリクエス

トにお応えして、テーマ数を大幅に充実させています。

金融・IPO・パブリック・グローバル・アドバイザリー・非常勤な

どのテーマのほか、目前に迫っているAIやロボティクスを活用した

新しい監査手法などをご紹介する説明会も準備しております。

EY Japan Autumn Conferenceだけでなく、テーマ別説明会にご

参加いただくことでEY新日本をより深く知っていただけると思いま

す。ご参加をお待ちしています。

開催スケジュールなど、詳細は定期採用サイトよりご確認ください！
https://www.shinnihon.or.jp/recruit/

法人説明会 テーマ別説明会

EY Japan Autumn Conference
（ 法人説明会/テーマ別説明会）
の予約・参加

◆ 選考プロセス

エントリーシート
（履歴書）の提出

面接の予約

選考
　 １次面接

　　　  ２次面接

内定通知

内定承諾期間

EY Japan Autumn Conference
法人説明会の

お知らせ

※写真は、昨年度の様子

Step
1

Step
2

Step
3

Step
4

Step
5
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横山　春紀 川﨑　奏海 河原　麻衣子 柴田　勝浩 平山　歩

大津　青葉 荻野　智成 滝鼻　怜奈 山河　沙織 横森　恵佑 五十嵐　剛

JOINUS!  Vol.2

出 演 者
（ 50 音順 ）

Special Thanks

Editorial Members

編集委員
（ 50 音順 ）

発 行 日 2017年11月10日
企 画 ・ 制 作 JOINUS! 2017 編集委員
発 行 新日本有限責任監査法人 人材開発本部 人事部採用課
編 集 ・ 制 作 第一資料印刷株式会社

（編集長）

（採用課）

* はリクルーターです。

稲葉　真理英 井上　理佐 大熊　嵩平 大関　直人 小田　勇樹 神戸　美穂

久保　慎悟 小島　祥人 小林　泰雅 齋藤　由貴 酒井　尚樹 鈴木　美帆

立浪　伸悟 谷北　洋康 土屋　紗喜子 土屋　裕之 寺谷　暢泰 德倉　準也

中澤　若奈 中島　奈緒子 韮澤　政司 花井　伸大朗 塙　泰祐 福山　伊吹

藤原　綾香 松岡　喜子 丸川　友幸 向田　早希 山下　絵理子 𠮷𠮷川　貴浩

*
*

*
* * *

* *

「受験生の皆さんに、EYのことを気軽に知ってほしい」JOINUS!は、毎年そんな想いで作られています。

この冊子が一人でも多くの受験生のもとに届き、少しでもEYのことを知ってもらえたらこれほど嬉しいことはありません。

作成に協力していただいた職員の皆さんは本当に魅力的な方ばかりで、

説明会などでお会いすることができる方も数多くいらっしゃいます。

百聞は一見に如かずとは言ったものですが、ぜひその目で確かめてみては？

足を運んでいただいた皆さんにお会いできる日を、編集員一同楽しみにしています。

JOINUS!
2017

Behind
 the Scenes

** **
*

**** ** *
* *
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