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る個人情報の取得・利用の方法や、データ保護に関する法令により個人情報の主
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© 2022 Ernst & Young ShinNihon LLC.
All Rights Reserved.

ED None

本書は一般的な参考情報の提供のみを目的に作成されており、会計、税務およびその
他の専門的なアドバイスを行うものではありません。EY新日本有限責任監査法人およ
び他のEYメンバーファームは、皆様が本書を利用したことにより被ったいかなる損害に
ついても、一切の責任を負いません。具体的なアドバイスが必要な場合は、個別に専門
家にご相談ください。

ey.com/ja_ jp

〒530-0017  大阪市北区角田町8-1 大阪梅田ツインタワーズ・ノース37階

EY新日本有限責任監査法人  大阪事務所

TEL : 070 7549 8070（リクルート専用番号）

JOINUS!
Osaka

EY新日本有限責任監査法人　大阪事務所

2022 vol.01

定期採用HP

shinnihon.or.jp/recruit/

説明会や各種イベントには
マイページからのエントリーが必要です。
下記URLから事前に登録をお願いします！

EY新日本 定期採用 マイページ



P
R

IV
A

T
Eキャリア紹介

JOINUS! Osaka  2022 Vol.1

グローバルに活躍

Career

01

大阪事務所にはさまざまなキャリアの選択肢があります。
今回は、海外勤務を経験しグローバルに活躍するシニアマネージャー、子育てをしながらキャリアを積むマネージャー、
IPO業務に精通し多岐にわたり活躍するシニアマネージャーの3名を紹介します。

Y.Amano

Q
入社当時から英語を使った仕事がしたくて、大阪国際部（当時）を希望しました。
US GAAPやIFRSを適用している外資系企業のリファーラル業務※に関与し、
英文財務諸表や英語でレポートを書いていく中で英語力を身に付けました。
初めて海外にメールを書くときには、「お疲れ様です」って英語で何て書けば
いいんだろう、など書き出すのにも時間がかかってしまって大変でした…。
※他のEYメンバーファームが受嘱した業務の一部について、当該メンバーファームから依頼・指示を
　受けて実施し、その結果を報告する業務。

入社当時のことについて教えてください。

Q
経営者ディスカッションや海外の監査チームとのミーティングで英語を話す
機会が増えていきました。緊張して全く話せなかったミーティングもありまし
たが、会議の前に準備をしたり、英会話のマンツーマンレッスンに通ったり、
会話を中心に幅を広げました。初めは人前で英語を話すことが恥ずかしかっ
たのですが、回数を重ねるごとに慣れていきました。

シニアに昇格された時、どのような変化がありましたか。

Q

現地では、日系企業の監査やIPO業務に従事しました。IPO業務はスピード
感があって、業務開始から5～6カ月でNASDAQ上場を達成し、さすがシリ
コンバレーだと思いました‼サンノゼ事務所の監査チームはダイバーシティ
に富んでいました。アメリカ、インド、イタリア、フィリピン、日本出身者で構
成されたチームもあり、業務以外の話題でも盛り上がったりと、とても良い
チームワークを築くことができました。
業務が落ち着いた頃には長期休暇を取って、家族旅行によく行きました。
当時3歳と5歳の子供たちも野生の動物を見て興奮していました。

アメリカのサンノゼ事務所に赴任されていたとのことですが、
現地ではどのような業務や生活をされていましたか。

Q
帰任後は、上場企業およびPCAOB※監査適用のエンゲージメントマネー
ジャーとしてチームを率いています。また、アメリカでの経験を活かして海外
の監査チームと密にコミュニケーションを取り、問題解決に役立てています。
※米国公開企業会計監視委員会（Public Company Accounting Oversight Board）の略称

海外での経験は帰任後の業務にどのように活かされていますか。

仕事と家庭の両立02 N.Katsuda

Q
産休・育休ともに周囲で取得されている方をたくさん見てきたので、安心して
休暇を取得できました。産休前に「育児コンシェルジュ※」との面談、復職前に
上司との面談(希望する働き方、配慮してほしいことなどを相談)もあり、復職
にも備えることができました。EYのメンバーや、クライアントの方からも祝
福してもらえたことが、今でも嬉しい記憶として強く残っています。 
※産休・育休制度の説明や保育園の紹介、復職後の働き方の相談など子育てに関して幅広い相談 
　ができるEYのサービス。

産休・育休を取得した時のエピソードを教えてください。

Q
復職後はFWP※を利用し、復帰初年度は「短時間勤務」制度(私は1日6.5時間勤務制)、次年度以降は「時間外
勤務・休日出勤の免除」制度を選択しています。FWPを利用しているからといって重要な仕事を任せて貰えない、
昇格し辛いといったことは一切感じられず、通常の主査業務の他にコンフォートレター対応、初年度監査、不正
調査、社内研修の講師などにも関与することができ、EYの魅力的な文化を感じました。現在も、周囲の多大なる
サポートもあり、仕事と家庭を両立しています。
※FWP(フレキシブルワークプログラム)：休日出勤の免除、勤務時間の短縮など、勤務形態を選択することができる制度。

仕事と家庭の両立について教えてください。

IPO業務に精通し多岐にわたり活躍03 A.Katsuta
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休日は、小学生の息子2人と一
緒に大阪城の周りをジョギング
したり、おいしいランチを目的
に散策・遠出したりしています。
料理が趣味なので、子供の好
きなご飯を作って、おいしそう
に食べる笑顔をアテにお酒を
飲むのも楽しみの1つです。

休日は、子どもと公園で過ごしています。4時間ほど
公園で走り回り続けていることも…。旅行好きなので、
新型コロナウィルス感染拡大前は国内や世界の各地
へ旅行しました。先日は、家族で遊園地に行きました。

2~3月は学生非常勤、
4月からは常勤として勤務、

主に一般事業会社の監査業務に従事。

2013

大阪事務所
入社

製造業や百貨店業などの主査を
担当し、クライアントの窓口として
監査現場のとりまとめを行う。

2016

シニア
昇格

産前産後休暇・
育児休暇を取得

2018

第一子
妊娠・出産

FWP(フレキシブルワーク
プログラム)を利用し、
仕事と家庭を両立。

2019

育児休暇
より復職
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まとまった時間ができると
家族旅行によく行きます。
1人の時はジョギングやヨ
ガ、ゴルフをしたり、体を動
かすのが好きです。

CAREER

CAREER

CAREER

大阪国際部（当時）に
所属し、主に外資系
企業の監査に従事。

2007

大阪事務所
入社

海外の監査チームや
クライアントとのミーティングで
英語を話す機会が増え、

海外赴任を意識するようになる。

2010

シニア
昇格

第一子 
男の子誕生

2012

産休・育休

第二子 
女の子誕生

2014

産休・育休

アメリカのサンノゼ
事務所に赴任。
日系企業の監査や
IPO業務に従事。

2017

マネージャー
昇格

帰任後、上場会社・外資系企業の
監査に従事。グローバル企業の
海外担当として、海外の監査チーム

をリードする役割を担う。

2019

アメリカから
帰任

2021

シニアマネージャー
昇格

Q
現在の私の目標は「メンバー全員が楽しく働ける環境を作ること」です。私自身がそうだったように、周囲の方々
にもワークライフバランスを保ちつつ色々なことに挑戦し、楽しく働いて欲しいと思っています。私自身もこれ
から新たな経験を積むとともに、自分にとってバランスの良い形で家庭と両立していきたいと考えています。

マネージャーに昇格されて、現在目標としていることは何ですか。

大規模エンゲージメントの
主査や各エンゲージメントの
プロジェクト管理などに従事。

2021

マネージャー
昇格

監査部門に所属し、
上場会社や非上場会社の
監査業務に従事。

2008

大阪事務所
入社

IPO業務にも携わりつつ、
売上高5,000億円規模の

IT機器卸売企業の監査を担当。

2011

シニア
昇格

IPOの営業業務とその後の
コンサルティング業務に従事。並行
してIT機器卸売企業の主査を担当。

2015

大阪IPO支援室
立ち上げ

大阪IPO支援室で営業業務の中心的な役割を担う
とともに、IT機器卸売企業のエンゲージメントマ
ネージャーや、多くのIPO準備会社の監査を担当。

2016

マネージャー
昇格

海運セクターに所属し、書籍の執筆や
外部研修講師も経験。ほかにも
品質管理委員会の一員として従事。

2020

シニアマネージャー
昇格

Q
シニア1年目の部署異動です。異動先で出会った先輩がIPO企業への営業活動
をやっており、その先輩を通じてベンチャー企業の社長や証券会社、銀行の人
など多くの人と関わりを持ったことがきっかけとなりました

IPO業務に深く関与していくようになったきっかけは何ですか。

Q
新たに大手海運会社の担当になりました。全くの未経験であり、非常に特殊な業
界でもあるため日々勉強の毎日です。監査業務、IPO業務に加え、品質管理委員
会にも所属し、監査品質の向上のため各種レビュー業務や施策の立案などに従事
しています。業務では裁量権を与えられているので責任は伴いますが、とてもや
りがいがあり楽しみながら日々の業務を行っています。

シニアマネージャーに昇格後は、どのような活動をされていますか。

Q
組織的にIPO業務を行うべく、10名弱のメンバーが集まりIPO支援室を立ち上
げました。当時は営業手法が固まっていない中で、試行錯誤しながら、飛び込み
営業をしたり、ゼロから提案書を作成したり、とても大変でしたが、今となっては
良い思い出です。  ※IPO関連業務のうち、主に新規顧客獲得活動、ショートレビューを中心とした
非監査業務の実施および監査チームのサポートを行う組織。

大阪IPO支援室※立ち上げ当時のことについて教えてください。



EY新日本で働くスタッフはどのような1日を過ごしているのでしょうか。
今回は、それぞれのテーマに分け、4人のスタッフにとある1日を紹介してもらいました。Daily schedule

テレビ、運動、入浴、
必要に応じて補習所などの課題や勉強を
しています！

クライアントごとにさまざまなお店に行けるので、
ランチは往査の楽しみの1つです！

スタッフの1日の過ごし方

往査編

入社2年目

Y.Suna

出張編

入社2年目

Y.Daito

準備

お出かけ

夕食
買い物
移動

自由
時間

就寝

愛犬と散歩

移動
朝食

掃除

在宅編

入社2年目

N.Hayashi

休日編

入社2年目

N.Yoshida

移動
自由
時間

仕事

昼食

在宅だと自宅にこもりがちになるので、
最近は近所の弁当屋さんにお弁当を
買いに行くことが多いです！

デスクはレバーを回すとスタンディングにもなる
もの、椅子は座り心地の良いものを奮発して
購入しました！

自由時間や昼食後はお気に入りのソファに
座りながらテレビを観たり、スマホをい
じったりしてくつろいでいます！

仕事

昼食

自由
時間

移動時に疲れにくく、
持ち運びに便利な
リュックを
よく使っています！

往査の時の服装例です。
綺麗めな服装を意識しています！

空港で坂本龍馬がお出迎えしてくれます。
何回も行っているのでマブダチです！！

先輩方にご馳走になりました。カツオが来た
時には先輩の飲み物は無くなっていました…

移動

夕食

ホテルでサウナに入ることが私の出張時の
こだわりです。これで次の日も頑張れます！！

休日は淀川にかかる橋を渡って、
愛犬とのんびりと散歩をします。
この日は朝早かったため、空気が澄んでいて
気持ち良かったです！

愛犬と
散歩

神戸に住む姉の家
に遊びに行きました。
姉も犬を飼っている
ので、一緒にドッグ
カフェに行ったり、
お散歩したりと、愛
犬同士も交流でき
ました！

お出かけ

夕食

引っ越し祝いに父親から貰ったものです。材料
を入れて、スイッチオンだけで、おいしいご飯が
できるので、時短アイテムとしておすすめです！
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出典：【公式】天然温泉 紺碧の湯 ドーミーイン高知 / 
ホテル 高知 ホテスパ - HOTESPA.net
https://www.hotespa.net/hotels/kochi/spa/



勉強がどうしてもつらくなった時は、
無理をせずリフレッシュしてみてく
ださい。体調を一番大事にして、次
の日からまた頑張りましょう！応援し
ています！

大変な試験ですが、その分合格した
時はとても嬉しいです！試験当日ま
ではつらいと思いますが、試験が終
わればきっと楽しい日々が待ってい
るので頑張ってください！

試験本番では、皆さんが全力を出し
切れることを祈っています。後悔の
無いように、今までの自分の努力の
全てをぶつけてください！

勉強中のモチベーション
アップ方法は？

弱気になった時に「自分ならできる」
という気持ちをいかに強く持てるか
が大切だと思います。自分を信じて、
最後まで諦めずに走り抜けてください！

皆さん、こんにちは！JOINUSは気分転換になりま
したでしょうか？
私は、大阪事務所で民間企業の監査に加えて、パブ
リック業務にも関与しており、EYのパブリック分野
の司令塔である「パブリック・アシュアランス・セ
ンター（PAC）」を兼務しています。PACでは、全国
のパブリック人材や、会計士以外にも多様な専門性
を持つメンバーと連携してプロジェクトに取り組ん
だり、西日本版の「PACウエスト」で情報発信など
を行ったりしています。毎日がとても刺激的で、こ
れまで、さまざまな出会いがありましたが、パート
ナーになってからもまだ新しい体験ができるEYは、
つくづく底が知れない組織だなと実感しています。
皆さんが勉強されている通り、公認会計士の社会
的使命はとても重要で崇高です。その価値は20年

以上経験した今も私の中で色褪せていません。
皆さんも会計士を志した、今の気持ちをずっと大
切にしてくださいね。
勉強の大変さは、私もストレスで頭皮が捲れた経
験があるのでわかります・・・。しかし努力は必ず
皆さんの力になっています！山中伸弥教授は、” 高
く飛ぶためには思いっきり低くかがむ必要がある
のです”とおっしゃったそうです。20年後にシン
ギュラリティが迫っているとも言われるように、こ
れから社会は一層激しく変化していきます。人生
100年時代において、勉強期間なんてわずかな時
間ですので、変化する社会へ適応していくために、
今しっかり考える習慣を身につけていただければ
と思います。
皆さんとお会いできるのを楽しみにしています！ 

大阪事務所 
リクルートブログ

スタッフアンケート

現在、大阪事務所で活躍している先輩の皆さんに
受験生時代のあれこれを聞いてみました。
皆さんの役に立つ情報があるかもしれないので、
是非参考にしてみてください！

大阪事務所 パートナー

T.Fukutake

定期採用の情報・各種イベント情報・大阪事務所の雰囲気など
を当法人の定期採用ブログにてお届けしています。皆さんの就
職活動に役立つ情報、監査法人での普段の仕事の様子や仕事と
プライベートとの両立などさまざまな題材でブログを配信してい
きますので、ぜひご覧ください！
ブログを読んでくださった皆さんの将来のご自身の姿が少しで
もイメージできるような内容をどんどん配信していきますので
お楽しみに！
ぜひ就職活動に向けた情報収集の参考にご活用
ください！！

EY新日本 大阪 ブログ

▶ 試験当日に備えて十分に睡眠をとる

▶ 基本的な論点、苦手な論点の確認

▶ ホテルに前泊

▶ 友人と話してリラックス

▶ とにかくいつも通りのルーティンで過ごす

Q 論文式試験前日の過ごし方は？

Q
論文式試験前の緊張を
抑える方法は？

JOINUS! Osaka  2022 Vol.1

Q & A
▶ 普段身に付けているアイテムを忘れてしまった

▶ 試験中に時計の電池が切れてしまった

▶ 時間配分を間違え、回答用紙の
 半分が白紙になってしまった

▶ 本来の回答箇所とは違うところに
 回答を記入していた

Q 論文式試験当日のハプニング?!

▶ 予備校の先生や友人と話す

▶ 散歩、軽い運動をする

▶ 美味しいもの、好きなものを食べる

▶ ショッピング

▶ 音楽やラジオを聴く♪

Q 勉強中の息抜きの方法は？

食べ物・飲み物編

▶ チョコレート

▶ ラムネ・飴

▶ コーヒー

Q おすすめの勉強のお供は？

▶ 得意科目の勉強をする

▶ 目標やスケジュールを立てる

▶ アプリで勉強時間を記録し、
 他の受験生と共有する

▶ 友人と会話する

▶ 勉強をしない日を作る

▶ 自分にご褒美をあげる

Q

Recruit BlogRecruit Blog 大阪事務所パートナーからのメッセージ

Good
 luck!Message

▶ 深呼吸

▶ 今まで自分が頑張ってきたことを思い返す

▶ 後悔しないようベストを尽くす
 ことだけを意識する

▶ いつもの答練や模試を受ける気持ちで挑む！

▶ 緊張していることを受け入れる

その他編

▶ ひざ掛け

▶ 勉強用タイマー

▶ 絶対受かるという強い気持ち

先輩からの応援メッセージ


