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オフィスが綺麗で、立地が良い
EYのオフィスは築 4年！立地も日比谷とアクセス抜群！綺麗でおしゃれなオフィスで皆さんも一緒に働いてみませんか～！

Pick up! ❶

Fascination 学生非常勤の魅力

♦学生非常勤の働き方ロールモデル

学生非常勤の勤務形態もEYの魅力の1つ！働き方のロールモデルや
学生非常勤に関するQ＆Aをご紹介します。

シフトは自由ですか？

研修のみ受けることは
可能ですか？

勤務時間の上限・
下限はありますか？

A.原則 7時間勤務になっていて、日に
ち単位で自由が利きます！ 3か月に 1

回希望勤務日を提出し、シフトが決定し
ます。皆さんの都合に合わせてシフトを
組むことが可能です。

A.学業を優先し監査業務に必要な研修
のみ受講することも可能です。当然で
すが、研修も給与が発生します。

A.EYでは上限下限の設定を特にしてい
ません。柔軟に働くことが可能です。

EYでは、第 1～第 5のどの事業部
に所属していてもパブリックを経験
することができます！ 40年の長い
歴史があり、ヘルスケア・教育・地
方自治体・インフラなど各分野を代
表するクライアントがあり、パブ
リックと多様な上場企業の監査経験
を同時に行えることが魅力です。

IPO監査実績は、2018年から 4年
連続 No.1です！どの事業部にも多
数の上場準備クライアントがあるた
め、1年目から IPO業務に関与でき
ます。上場企業とは異なる経験がで
き、自分自身の成長を肌で感じられ
るのが魅力です。IPO業務希望者は
環境の整った EYでぜひ！

EYの金融事業部は、どのセクターも有名企業をクライアントとして持っており、
全体としてバランスがいいところが魅力の 1つです。ローテーションに関するアン
ケートが年に 1度実施され、クライアントやセクター間移動・出向・海外赴任な
どの希望を出すことで、キャリアパスを自由に描くことができます。豊富な研修プ
ログラムもあるので、金融初心者でも大丈夫です。金融の専門知識しか身に付かな
いのでは…？と懸念される方もいるかと思いますが、むしろ、多様な取引相手を持
つ金融機関の監査をすることによりさまざまな業界への理解を深めることが可能で
す。一緒に監査人としての知見を EYの金融事業部で高めていきませんか？

タイプ 常勤並にバリバリ働きたい
学生生活と両立しながら、
1年を通して継続的に働きたい

繫忙期のみ働きたい

勤務日数 週 4日～ 5日 週 2日～ 3日
繁忙期週 2日～ 4日
それ以外週 0日～ 1日

年収（目安） 300～ 500万円 200～ 300万円 100～ 200万円

学生非常勤
経験者の声

単位のほとんどを取り終わってい
て、誰よりも監査の経験を積みたい
人向け？！

監査チームの雰囲気を感じたり、知識を
身につけながら学生生活を楽しめる！

監査チームの雰囲気を感じる
ことができる！ 1年にメリハ
リをつけられる！

～リクルーターが伝えるEYの魅力～

東京事務所内カフェ

皆さんはEYについてどれくらい知っていますか？
たくさんの魅力の中からピックアップしてご紹介します。
説明会に参加する前にここで予習しましょう！

あなたが思うEYの魅力は何ですか？

●優しい人が多い………………………………………27％

●オフィスが綺麗で、立地が良い……………………22％

●大手監査法人であるところ、ブランド力がある…17％

●風通しがよく、自分のやりたいことができる……11％

●給料が良いところ……………………………………10％

●会計基準等の文献が豊富……………………………4％

●福利厚生がしっかりしている………………………3％

●イメージカラーが黄色である………………………3％

●法人内外に向けて、積極的に会計の知識を提供する

活動を行っている（会計基準の執筆活動、Webでの

会計基準の解説、YouTubeでの配信等）………3％

誰でも理事長と対談ができる集会が定期的に開催されてお

り、メンバー一人一人の意見を汲み取ろうという姿勢が強

く感じられる。/地区事務所が魅力的。/個性豊かなところ。

入社2年目・3年目のメンバーに聞いた！

その他回答

金融 パブリック IPO

Q1

Q2

Q3

A B C

学生非常勤経験のある
リクルーターのWadaさん（スタッフ）

風通しがよく、自分のやりたいことができる
EYには下記の一般事業部があります。
自分の興味のある分野を見つけよう！
第1事業部…商社・化学など様々な業界に関連する企業
第2事業部…消費財・メディアなど馴染みのある企業
第3事業部…製造業・小売業などビジネスのイメージがしやすい企業第4事業部…ライフサイエンスなど専門性に富んだ企業
第5事業部…鉄道・不動産・自動車など規模の大きい企業

Pick up! ❷

受付 会議室

▲リクルーターの
Saitoさん（シニア）

▲リクルーターの
Nakamuraさん（スタッフ）

▲リクルーターの
Yamamotoさん（スタッフ）

▲リクルーターの
Kondoさん（スタッフ）
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EY Channel!Survey! EYの魅力や業種ごとのポイントをEY公式YouTube
で発信しています。その一部をご紹介するのでぜひ
ご覧ください！

入社2年目・3年目の若手メンバーを対象に、出身地や入社時の年齢、論文式試験
のことなどについて調査してみました！皆さんが気になっていた情報がきっと
ここにあるはず…！？

Q1

Q6 Q7

Q2
入社時の年齢はおいくつですか？

昨年の夏・冬はどのくらい休みを取りましたか？

シニアマネージャー
Hasegawaさん

私たちは監査法人をより身近に感じてもらうために、100本近くの動画を制作してき
ました。最新の会計基準から、IPO 、他国の会計制度の解説、また減損や税効果の
実務等、きっと皆さんの興味のある動画もあると思います。ぜひEYでYouTubeの企
画・運営・出演などでご一緒しましょう！

～EYの若手メンバーに7つの質問～

北海道…………5人
東北……………19人
関東……………91人
中部……………27人
近畿……………46人
中国……………12人
四国……………6人
九州・沖縄……10人
海外……………1人

関東が約半数を占めていますが、
全国各地からも集まっています！

現在メインで担当しているのは
何社ですか？

出身地はどこですか？

10日未満

10日～15日

16日～20日

■夏 ■冬 

21日以上

100806040200

78人78人
86人86人

87人87人
89人89人

39人39人
37人37人

11人11人
3人3人

～22歳 66人66人

23歳～25歳 70人70人

26歳～30歳 53人53人

30歳～ 28人28人

2社～3社
83人

4社～5社
79人

6社以上
38人

1社
16人

1～2回
109人

3～4回
58人

0回
40人

5回
7人

Q3
往査は
週何回ですか？

Q4
論文の
得意科目は？

財務会計…65人
管理会計…27人

企業法……29人

監査論……32人

租税法……36人

選択科目…18人

Q5
論文式試験を終えた時の
手応えはどうでしたか？

五分五分
77人

自信はない
51人

たぶん
受かったかも

43人

100％受かった
17人

今年は絶望的
17人

806040200

セクターについて説明しています。
セクターごとの知識を得ることで監査が楽しくなるはず！

担当者コメント：セクターによってビジネスの特徴や会計・監査
のポイントはさまざまです。クライアントニーズに応える提案、
業務を実現するEYセクターナレッジの魅力をお届けします！

EY新日本有限責任監査法人 セクターナレッジの魅力

EYのオフィスについて気になっている方が多いのではないでしょうか。
必見です！

担当者コメント：東京ミッドタウン日比谷にある私たち自慢の東
京オフィス。プロフェッショナルとして最高のパフォーマンスが発
揮できるさまざまな工夫を360度カメラでご覧ください。

EY新日本有限責任監査法人バーチャルオフィスツアー

DXの説明動画になります。後半もあるのでぜひご覧ください!

担当者コメント：DXの7割は失敗するといわれています。では成
功する鍵はどこにあるのでしょうか。この動画ではDX実現のため
の5つのステップや成功のポイントについて解説しています。

DX（デジタルトランスフォーメーション）のリスクを知ろう：前半

EYでの監査業務の魅力やキャリアについて聞いてみよう！あなたもEYで
活躍してみませんか？

担当者コメント：EYメンバーであるIkeyamaさんの対談動画です。
入社のきっかけ、現在の業務、最先端テクノロジーを駆使したEY
ならではの監査の実態を約6分間にぎゅっと詰め込んでいます！

Voices from EY Japan people – Assurance
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EY Ripples
最近よく耳にするSDGs。
EYメンバーもEY Ripplesを通じて社会の課題に
取り組み、SDGsの達成を追求しています！

次世代教育・就労支援

社会的に影響力のある起業家との協働

EYでは、寄付講座や中高生向けプログラムなどの実施を通して、10代、20代の若い世代が有意義と感じられる仕事
に出会い、働き続けるために必要な考え方や基本的なスキルを習得するためのサポートを積極的に行っています。中
高生教育支援プロジェクト（EY Junior Board）は、EYのプロフェッショナルが持つ会計スキル・知識 ・経験を活か
し、中高生を対象に経済 ・会計・経理について知ってもら う、教育支援プロジェクトです。

現在EYでは、2030年までに環境への影響を低減し、気候変動に取り組む全体的アプローチを策定中です。環境の持
続可能性を加速するための私たちの取組みはまだ初期段階ですが、緊急性と危機感を強く持ってアプローチを進めて
います。EYは、研究プラットフォーム「Zooniverse」と協力し、EYメンバーが地球環境の保護・再生について研究
する市民科学プロジェクトに気軽に参加できる機会を提供しています。

EYは、SDGsに取り組んでいる小規模かつ成長中の企業の事業規模を拡大していくためのサポートを積極的に行っていき
ます。この活動を通して「質のよい雇用の創出、     社会的に弱い立場に置かれたグループの経済活動に関わる機会の創出、
経済活動の大動脈である物品やサービスの平等利用を向上、        地球環境の回復および保全」のような改革を促進しています。
WABN※では、女性アスリートの競技引退後に起業を含むビジネス分野への挑戦やキャリア転換のサポートを行っています。

※Women Athletes Business Networkの略称

マネージャー
Hirayamaさん

マネージャー
Okuyamaさん

私はEY Ripples「次世代教育・就労支援」プログラムの一環として、中学生に
対する会計教育を実施しています。
主な内容は都内中学校における購買部運営プログラムの会計的サポートであり、
生徒が自主的に運営するための業務フローの構築や日常の販売・在庫管理の指導
です。この活動はスタッフ時代に数名で考えたアイデアがベースになっており、
EY Ripplesのサポートを受けて実現しました。通常の業務とは異なる経験がし
たいという方には、ぜひ参加をおすすめします。

EY Ripplesでは、2030年までに、EY全体で10億人の人々にポジティブな
影響をもたらすことを目標に、日々活動しています。
一人一人の小さな行動が世界に波紋（Ripples）のように広がるようにという
思いで、EY Ripplesという名前が付けられています。
監査法人に入ったら監査だけやると思っていませんか？会計士の活躍できる
フィールドは多岐に渡ります。ぜひ皆さん、社会をより良くする会計士を目
指してください。一緒に活動できることを楽しみにしています。

EY Ripplesは、EYがグローバルで取り組む社会貢献活動のプログラムです。世界の人々の生活を
より良いものにしていくことを目標とし、私たちプロフェッショナルが持つ知識、スキル、経験を
活用しさまざまな活動を行っています。現在、EY Ripplesは世界各国のEYで100以上のプログラ
ムが実施されています。プログラムは3つのフォーカスエリアに分類され、それぞれの活動に注力
しています。

「Zooniverse」 内 プ ロ グ ラ
ム「Penguin Watch EY」 で
は、定点カメラでかわいいペ
ンギンたちの生態系を観察し、
彼らを保護するための貴重な
データを分析する調査に貢献
しています。

都内の中学校では、生徒が購
買部を主体的に運営すること
をサポート、高等学校におい
ては文化祭の模擬店を通じて
事業計画からマーケティング、
販売、決算、そして配当までを
行う株式会社の起業を体験す
る機会をサポートしています。

定期的に女性起業家や地方起
業家向けのワークショップや
メンタリングセッションを開
催しています。監査以外のサー
ビスラインや社外の経営者と
の協働、起業家の支援などを
通じて、幅広い活躍や交流の
機会を得ることができます。

1

2

持続可能な環境への取組み

参加者のコメント
事務局メンバーのコメント

3
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スタッフ Miyakeさん

「大人買い」という言葉があるほど、社会人になると今ま
でより多くのお金を使うことができます。EYメンバーは
どのようなことにお金を使っているのでしょうか？

Tsutsuiさん（以下、Tsutsui）：「Shimomuraさんおはようございます。初任給って何に使いましたか？」
Shimomuraさん（以下、Shimomura）：「おはよう…っていきなりですね。初任給はもちろん貯金ですよ。」

Tsutsui：「堅実なShimomuraさんらしい回答ですね。きっと就活生の皆さんも、EYメンバーが初任給で何を買ったか知りたがっ

ていると思うんです。個人的にはやはり仕事道具である電卓を買う人が多いのではないかと思っています。」

Shimomura：「電卓は会計士試験でも使うし既にみんな持っているのでは…。」

Tsutsui：「いえ、試験と仕事は別物ですから、仕事ではもっとプレミアムでラグジュアリーな電卓を使うべきなんです！
…というわけで早速、入社2年目及び3年目のメンバーを対象としてアンケートを取りました。その結果がこちらです。」

Shimomura：「電卓ほとんどおらんやないかい！」
Tsutsui：「あれ…おかしいですね。予想と違っていました。」

Shimomura：「『人のために使った』が過半数という部分に、人思い

のEYメンバーの特徴がよく表れているね。ところで

Tsutsuiさんは、初任給でどんな電卓を買ったの？」

Tsutsui：「私は初任給で旅行に行きました。」

Shimomura：「いやそこは電卓買えよ！」

Tsutsui：「ここからは、実際に4名のEYメンバーに登場していただき、買ってよかったと思うおすすめアイテムを紹介してもらいます。

それでは皆さんよろしくお願いいたします！」

Tsutsui：「なるほど、皆さん思い思いのものを買われているみたいですね。監査法人には夢がいっぱいですね！

これは就活生の方々の期待も膨らむんじゃないでしょうか？」

Shimomura：「そうですね！就活生の方々にはぜひワクワクした気持ちで新生活を迎えてほしいですね！」

Tsutsui・Shimomura：「以上が買い物アンケート企画でした！ご覧いただきありがとうございました！」

初任給に関するアンケート結果

ガネーシャではないですが

同じゾウということで！幸

運を呼びそうな絵に一目ぼ

れして購入。色使いもお気

に入り♪

家のインテリアを個性的に

したいと思い、ガネーシャ関

連のものを収集中。ルームフ

レグランスとお香立てです。

ランプ

絵画
在宅続きなこともあり、殺
風景な部屋をなんとかした
いな(笑)と思い購入しまし
た。気分に応じて入れ替え
て楽しんでいます。

小さい頃から車が好きで、社
会人になって思いきって購
入しました。お気に入りの
音楽やラジオをかけながら
ドライブするのがいいリフ
レッシュになっています。

車

ポストカード＆額縁

Shopping

Tsutsui：「…それでは気を取り直して、次のアンケートいきます。こちらは夢

が広がる、就職してから最も高い買い物についてのアンケートです。

結果をご覧ください。」

Shimomura：「すごい！100万円超が約1割もいるんだね。監査法人
には夢があるな。」

Tsutsui：「100万円超と答えた方の半分は『車』、4分の1は『マイホーム』

でした。また、全体の中で最も多かった回答は『ドラム式洗濯機』

でした。」

Shimomura：「家事に費やす時間を削減し、有意義な時間の使い方をし

ようという姿勢が垣間見えるね。」

最も高い買い物アンケート結果

10万円～
50万円
103人

50万円～
100万円

21人

～5万円
37人

100万円～
20人

5万円～
10万円
37人

友人の結婚式に向けて、高級
紳士靴を購入。
その後は、表参道の靴磨き専
門店に行きピカピカにしま
した…！

革靴

せっかくなのでいい時計をと
思い、スノーフレークの異名
を持つ時計を一本買いまし
た！自動巻きとなっており、
使わないと止まってしまうの
で愛着が沸いています。

時計
重いPCを持ち運ぶ時も疲
れにくい点が気に入ってい
ます。内ポケットが沢山つ
いており中身が整理整頓
できるところも便利です。

リュック

香水とボディオイルを購入
しました。いい香りで癒さ
れますし、見た目もおしゃ
れでお気に入りです。

コスメ等

電卓を購入
1人

人のために
使った
（家族、
友人など）

113人

貯金
又は投資

65人

その他
19人

豪華な
食事
18人

先輩編集委員。プライベー
トでも財務諸表を作成する
倹約家。

スタッフ

Shimomuraさん

JOINUS!新米編集委員。就
活生のため、有益な紙面を
作れるように日々奮闘中。

スタッフ

Tsutsuiさん
シニア
Matsumotoさん

シニア Otsuさん スタッフ Yamadaさん



Kunito

近所の公園ま
で散歩して日
向ぼっこをす
る。

Name

仕事や勉強の
合間におすす
めの気分転換
は？

▶ 法人説明会（オンライン）

新型コロナウイルスの影響が続く環境の中、多くの受験生の皆

さんがさまざまな不安を感じながらも、日々勉強に励まれてき

たのではと思います。EY新日本では皆さんが試験勉強に集中で

きるよう、論文試験終了までは採用イベントを差し控えてきま

した。9月1日より満を持して、EYの魅力を存分に知っていただ

くための法人説明会（オンライン）を開催します。受験生の皆

さんには、一人一人に専属の担当リクルーターがついて、 就職

活動期間全体を通じて寄り添い、サポートします。疑問や悩み、

不安、思い描くキャリアパスなど、皆さんそれぞれの想いに親

身になって応え、就職活動を最後まで共に歩んでいく心強い先

輩達です。法人説明会時にご紹介しますので、ぜひ色々な想い

をぶつけて、何でも聞いてみてください。皆さんのご参加を心

よりお待ちしています！

▶ テーマ別説明会（オンライン）

EYでどのようなキャリアを築くことが出来るか、リクルーター

との対談などを通じて体感できるイベントです。今年は例年以

上に皆さんとのQAセッションや個別相談会を充実させていま

す！さまざまなフィールドの第一線で活躍する先輩達との対話

を通じて、皆さんがEYに入ってプロフェッショナルとして成長

し活躍する姿を思い描いてください。EY新日本では、あらゆる

セクター（業種）の日本を代表する企業の監査を行っています。

セクターの専門的知見や成長機会に触れられるイベント、シェ

アNo.1を誇るIPO業務の魅力を熱く語るイベントをはじめ、金

融、パブリック、グローバル、Digital、働き方、地区採用など

など、さまざまなイベントがあります。「EYに入ったらどんな

自分になれるの」「興味のある分野についてもっと話を聞きたい」

といったリクエストに応える企画が盛りだくさんです。先輩達

との濃密な時間を通じてEYの魅力に触れてください！詳細な企

画内容はマイページを通じて事前にご連絡しますので、ぜひ以

下のQRコードよりご登録ください。

お申込みは、EY新日本有限責任監査法人、定期採用サイトのマイページより受け付けております。

※すでにマイページへエントリー済みの方：以下URLまたはQRコードよりご予約ください。

※マイページ未登録の方：以下URLまたはQRコード内「初めての方はこちら」よりエントリー後、ご予約ください。

https://mypage.1170.i-web.jpn.com/EYshinnihon2022/

2022年9月1日（木）～10月15日（土）　法人説明会、テーマ別説明会、個別相談会

* はリクルーターです。

Nakagaki

公園に出かけ、
野良猫と遊ぶ。

Hoshino

愛犬と遊ぶ。甘
いものを食べ
る。

Yoshimoto

ランニングを
する。仮眠を
とる。

Kondo

散歩で日向ぼ
っこ。甘いも
の摂取。

Fujii

甘いものを食
べる。ドライ
ブする。

Ishioka

美味しいもの
を食べたり、好
きな音楽を聴
く。

Fujikawa

好きな音楽を
聴くこと。

Sakai

お気に入りの
ラジオを聴い
たり、テレビ
を観る。

Mizusawa

ストレッチ。家
の近所でジョ
ギング。

Shinagawa

ホットアイマ
スクでリラッ
クス。

Mun

足の短い猫の
動画を見るこ
と。

Shimomura

瞑想。

Tsutsui

美味しそうな
お店を開拓す
ること。

Moriyama

コーヒーを飲
む。

**

Fujii

ジムで筋トレ！
サウナに行く！
*

*

* * * *

* * *

* *

**

* *

編集長
Editor's
Note

Abe Ikeyama Otsu

Omori Okuyama Kondo

Saito Nakamura Hasegawa

Hirayama Matsumoto Miyake

Yamada Yamamoto Wada

出演者
（50音順）

Special Thanks

* はリクルーターです。
** **

*

**

*

EY Summer Conference 2022

Hiraoka

コメディドラ
マを見て笑う。
*
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東京23区内にお住まいの方はこのような結果となりま
した！その他、神奈川県や埼玉県、東京23区外にお住
まいの方もいます。

スタッフの家賃は7～11万円が多いようです。
1年目から良い条件に住むことができるみたいですね！

家賃はおいくらですか？現在のお住まいはどこですか？

スタッフ
Ishiokaさん

Q3

Q1

Q2

1位　家賃…………………………………………149票
2位　部屋の間取り・広さ………………………97票
3位　自宅から最寄り駅までの時間（距離）…89票
4位　クライアントや事務所へのアクセスの良さ…86票
5位　室内設備のこだわり

（バストイレ別、コンロの数）……………85票

6位　  交通利便性
（4位以外の理由 複数路線の利用可能など）……57票

7位　  治安の良さ………………………………………48票
8位　  住まいのセキュリティ…………………………31票
9位　  周辺施設の充実性………………………………26票

1人暮らしの住まいを選ぶときに優先する条件は何ですか？Q4

40（人）30

11万円超

……………多い
………やや多い
……………平均
……やや少ない
…………少ない

9～11万円

7～9万円

7万円未満

20100

15％15％

15％15％

35％35％

36％36％

現在、
1人暮らしをしていますか？

いいえ

49％
はい

51％

千代田千代田 江戸川江戸川

中央中央 江東江東

葛飾葛飾

足立足立

荒川荒川

台東台東 墨田墨田文京文京
豊島豊島

板橋板橋
練馬練馬

中野中野
杉並杉並

世田谷世田谷

新宿新宿

渋谷渋谷
港港

北北

目黒目黒
品川品川

大田大田

Sano

音楽を聴きな
がらPV風に散
歩する。

1人暮らし情報
気になる

始まる新生活！受験生の皆さんの中には、1
人暮らしを始めようとしている方も多いので
はないでしょうか？そこで、入社2年目・3
年目の若手メンバーの1人暮らしを大調査！

リモートワークが進み、在宅勤務が多い方はお部屋の仕事環境を重視
し、現場往査が多い方は交通利便性を重視する傾向にあります。皆さ
んに合った快適な1人暮らしをお過ごしください！

1人暮らしメモ
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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などを、定期採用HPにて配信中

です。今後は、イベント情報や就活のお役立ち情報、

またさまざまな業界で活躍する先輩メンバーの記事な

ども随時配信予定です。就職活動のお供としてぜひご

一読ください！

東京事務所

shinnihon.or.jp/recruit/blog-tokyo/

地区事務所

shinnihon.or.jp/recruit/blog/

shinnihon.or.jp/recruit/

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！

定期採用LINE公式アカウントでは、EY新日本の魅力

に触れていただく動画や就職相談会等の情報を配信し

ていきますので、試験勉強の息抜きにぜひチェックし

てみてください。

 

右のQRコードより

ご登録いただけます。

なお、今後オンライン説明会やその他イベントへの参

加を希望される場合は、別途マイページへの登録が必

要となりますのでご注意ください。

@EYCareersJapan

@eyjapancareers

@EY_CareersJapan

Facebook & Twitter & Instagram

LINE公式アカウント

リクルートブログ

採用ホームページ

Blog

HP

SNS

LINE




