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☆パブリックは第1～第5事業部であれば携わることが可能！
☆IPOは希望すればどの事業部でも携わることが可能！
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あなたの事業部では
どんな経験ができますか？

Q. ？

第1事業部 第2事業部
…商社・化学などさまざまな業界に関連する企業 …消費財・メディアなど馴染みのある企業

第1事業部では相互扶助をモットーに、
ティッシュペーパー、クレラップ、アロ
ンアルフアなどの身近な製品や産業用の
素材を作っているメーカー、店舗や学習
塾の運営を行うサービス業、スポーツや
音楽、宇宙に関連するクライアントなど
の監査をしています。この中にはIPOを
目指す会社から大規模なグローバル企業
までさまざまな規模の会社があります。

消費財やメディアエンタメなど、身近な
商品やサービスを提供しているクライア
ントがあります。その他に製造業もあり、
棚卸資産・固定資産を含めて基礎的な会
計・監査論点を身につけることができま
す。 ランチタイムには働き方やデジタ
ルツールを紹介するオンライン会議や期
末事業部イベントなど、チームの垣根を
超えた交流もたくさんあります！

第5事業部 金融事業部
…鉄道・不動産・自動車などの大規模な企業 …銀行・証券・保険・アセットマネジメントなど

普段の生活で欠かせない電車やバス、自
動車などの交通手段や、休日の外出先の
観光名所、大型商業施設やインフラ施設、
あるいは実家の戸建住宅、一人暮らしの
マンションやオフィスビルなど、身近に
ある生活を支えているものが、どのよう
にビジネスとして成り立っているのか気
になりませんか？ 興味があればぜひ第5

事業部のメンバーにお声掛け下さい。

どのセクターもクライアント数が多く、
さまざまな金融機関の監査経験を積める
ことが魅力です。更に、銀行監査の自己
査定やプライベート・エクイティ監査の
投資評価検討を通じて、金融機関以外の
業種についても関わることができます。
また、ローテーション制度を利用しセク
ター異動をすることで、多様なキャリア
を積んでいるメンバーもいます。

ガチコン…………………………

Coffee Break Session…………

Japan GladLab…………………

部活動……………………………

Sagasocca（さがそっか）…………

TOEIC受験料負担………………

Lunchtime Pitch （ランピッチ）…

プロアクティブポイント…………

2020年10月より41回開催している片倉理事長・経営専務理事との対話集会。

Microsoft365を効果的・効率的に学べるイベント。15分（質疑応答を含める
と30分）という短さで、今すぐ使えるITスキルを習得可能！

次世代を担うスタッフを参加対象とする選抜型人材育成プログラム。監査現場で
実践できるデータ・アナリティクス手法を学ぶことができます。

EY新日本には体育系、文化系あわせて20以上の部活動があります。所属事業部
以外の知り合いが欲しい！休日を充実させたい！という方におすすめです。

EY新日本での多様なキャリアについて、検索・相談できる仕組み。

年に1回法人負担でTOEICを受けることができます。

「若い世代の活躍なくしてEY新日本の発展はない！」という思いから始まったプ
レゼン企画。ランチタイムに月2回開催。テーマは何でもOK！

プロアクティブな取組みや行動についてポイント付与。1ポイント＝1,000円と
して賞与に反映されます！

事業部紹介
ご自身が所属する事業部について、
幅広い職階のメンバーの方々に語っ
ていただきました！事業部ごとの生
の声をお届けします！

〈カウンセリングファミリー制度〉

〈OJTトレーナー〉※スタッフ1年目～2年目の6月までを対象

〈メンター制度（金融事業部）〉※スタッフ1年目を対象

少人数（10人）の単位できめ細かいケア・コミュニケーショ
ンを行う制度です。週次・月次でMTGを実施しています。

カウンセラーにはキャリアや仕事の相談、OJTトレーナーに
は日常業務の些細な質問から相談まで！

月1回60分程度面談を行っています。より自由かつ率直に話
せる関係を目指す、金融事業部独自の相談制度です！

EY新日本の取組みにつ
いて、もっと詳しく知
りたい方は個別面談や
メールなどでリクルー
ターに聞いてみてく
ださいね。Recruting 

Handout2022の方の
P56,P83～88にも記
載があるので、チェッ
クしてみてください！

第1事業部…丸紅/三菱ケミカル/富士通/三井化学/
東レ/ヤマハ

第2事業部…明治HD /楽天/リクルートHD/コカ・
コーラボトラーズジャパンHD/フジ・
メディア・HD/GMOインターネット

第3事業部…日立製作所/セイコーエプソン/日本マ
クドナルドHD/三越伊勢丹HD/J.フロ
ント リテイリング/ラルフローレン

第4事業部…アステラス製薬/ENEOS HD/国立病院
機構/東京電力HD/日本放送協会/東
京大学

第5事業部…東急/日産自動車/三菱自動車/清水建
設/西武HD/三菱地所

金融事業部…みずほFG/千葉銀行/国際協力銀行/野
村HD/SOMPO HD/野村総合研究所

▶EY新日本の取組み紹介

▶PickUp!コミュニケーション

▶主なクライアント 事業部を代表するクライアントは？

身近な相談役って誰？

情報をピックアップしてお届け！

シニアマネージャー
I.Kadotaさん

マネージャー
Y.Fuwaさん

第3事業部 第4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 …ライフサイエンスなど専門性に富んだ企業

小売業や製造業などのクライアントが多
いという特徴があります。いずれも生活
に身近な企業であり、経済の動きを直感
的に理解できるようになる面白さがあり
ます。また、グローバル業務、IPO業務や、
パブリック業務についても積極的に手を
挙げればチャレンジすることができ、個
人の意見を尊重してもらえる風通しの良
い事業部だと感じています。

エネルギーやライフサイエンスの分野で
グローバルに展開するクライアントはも
ちろん、自治体、インフラ、学校法人、
ヘルスケアなどのパブリックセクターに
も関与できるため、プロフェッショナル
として高い専門性を発揮し、多様性溢れ
る環境で経験を積むことができる事業部
です。新たなことにも積極的にチャレン
ジでき、社会への貢献が期待できます！

シニア
Y.Sakuraiさん

スタッフ
T.Kudoさん

マネージャー
S.Saitoさん

マネージャー
S.Sakitaさん

スタッフ
Y.Mineshitaさん
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知っておけば即戦力 入社前に知っておきたいパソコン操作特集

就職活動
～虎の巻～

BEST 5若手メンバーが 入社前 に知りたかったこと「説明会や個別面談で何を質問すればいいかわ
からない…」 「オンライン面接が不安…」そん
なあなたのためにEY新日本メンバーおすすめ
の質問や面接前のチェックリストをまとめまし
た。ぜひ就活に活用してみてください！ 

入社前に知りたかったことについて若手メンバーにアンケート！
これだけは押さえたい内容をランキング形式でご紹介します。

EY新日本メンバーが厳選した質問集はこちら！説明会や
面談で困ったときに参考にしてみてください。

▶Ctrl＋Z ▶Ctrl+S

▶Ctrl+X→Ctrl+V

▶Excelで「F4」

▶Excelで
「Shift+alt+矢印」

▶Win＋Shift＋S

▶ 会計や監査に関して、どのように自己研さんを行っていますか。

▶ 公認会計士として大事にされていることを教えていただきたいです。

▶ 他の監査法人との違いはどのようなところですか。

▶ ○○（※監査法人名）の気に入っているところはどのようなところですか。

▶ 今の知識や情報を持ってもう一度就活をした場合、現在働いている監査法人を選択しますか。

▶ ○○（※監査法人名）の弱点はどのようなところだとお考えですか。（良い部分はたくさん伺えると思うので）

▶ 退職しようと思った経験はありますか。また、それでも監査法人に残り続けた理由は何ですか。

▶ 尊敬している公認会計士の方がいらっしゃったら、その方のどのようなところを尊敬していますか。

▶ ○○さん（※リクルーターの名前）の将来のキャリアについて教えていただきたいです。

▶ 入社までに勉強しておくべきことはありますか。

スタッフ
R.Fujitaさん

スタッフ
Y.Oishiさん

□ 時間の確認（10分前にはスタンバイしよう）

□ 髪型・眉毛・髭を整えて清潔感があるか
□ 服装は整っているか（ネクタイの緩みに注意）
□ 通信環境（Wi-Fiなど）に問題は無いか

□ イヤホンは問題なく動作するか
□ カメラチェック（距離、目線、背景は適切か）
□ 照明の明るさは適切か（部屋は明るくしよう）
□ アカウント表示名は就職活動に適しているか
□ ESの内容や想定質問は頭に入っているか

□ 笑顔の準備（顔の体操をしておこう！）

オンライン面接チェックリスト

Excelの使い方…………237票

あると便利な仕事道具…222票

往査・事務所・在宅の割合…180票

1

2

3

入社前に基本的な機能やショートカットだけでもやっておけば
…という声が第1位！苦手な方はページ下の特集もお試しあれ。

入社後まもなく繁忙期なので、吟味の時間がないという声が多
くありました。あらかじめ目星をつけておくといいと思います。

チームにより往査の頻度は大きく異なります。住む場所や働き
方に影響するので、なるべく早く知りたい方が多いようです。

調書作成はエクセル作業が中心のため、入社前に関数やピボットテーブルなど基本的な機能をおさえて
おくと入社後の作業がスムーズです。またスタッフは議事録を作成することも多いので、ブラインドタッ
チができると効率的に作成できます。気になる点はお気軽にリクルーターまで！

1つ前の状態に戻ります。1つ後の
状態に戻るにはCtrl+Y！

ファイルの上書き保存です。万が一
に備えてこまめに保存！

切取り→貼付けです。Ctrl＋C（コ
ピー）と使い分けます！

前の動作を繰り返します。セルの色
付けなどで利用！

セルをグループ化します。データを
隠したり表示したりするときに！

Snipping Toolを起動します。スク
リーンショットを撮りたいときに！

業務でPCを使わない日はあり
ません。入社後に研修もあり
ますが、入社前から少しずつ
慣れておくと安心です！

名刺入れは必須！また、在宅
用のデスク環境（チェア・モ
ニター・マウス）は入社前に
準備しておくと◎です。

私のチームは週1～2回往査で
残りは在宅です。繁忙期に往
査が増えるなど、時期によっ
ても異なります！

往査の服装に関しては、とりあえず
スーツ1着あれば安心です。事務所
は、カジュアルな服装で大丈夫なの
で、事前準備は特段必要ありませ
ん。服装に限らず、ビジネスマナー・
敬語など、内定後不安に思うことが
あれば、リクルート中に知り合った
EY新日本のメンバーに思い切って
連絡してみるのがいいと思います！

仕事の服装……………………177票

ビジネスマナー・敬語………158票

4

5

ショートカット特集

スタッフ
K.Itoさん

スタッフ
H.Suzukiさん

スタッフ
R.Iguchiさん

スタッフ
A.Sasakiさん

スタッフ
T.Kawaiさん

事務所勤務時と往査時との服装の違いに戸惑った方が多数。
スーツを何着も買ったけれど着る機会が少なかった方も！

社会人として必須のビジネスマナー・敬語。入社後研修はあ
るものの、事前に本やネットで学んでおくと安心です。

質問例

面接前にチェックしよう！
これでオンライン面接も怖くない！

入社前に知っておきたいパソコン操作特集知っておけば即戦力
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2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

年度監査

四半期

その他

1年間のスケジュール
EY新日本では、入社後どのようなスケジュールで監査を実施しているので
しょうか？3月決算の会社をモデルとしてご紹介します！

初めての棚卸立会はとても不安でしたが、先輩
からの事前レクチャーや現場でのサポートによ
り当日はスムーズに行うことができました。

▶卸売市場内で冷凍マグロをテストカウントする機会があったが、冷凍
倉庫が－60度で凍えそうになった！

▶ホテルのレストランで水槽の貝をカウント。水槽内のパイプや草に貝
が隠れていて、みんなで大捜索をしながら数えた。

▶積んである石の山の体積の推定値を計算！高校の数学の授業以外で初
めて三角関数を使った。

▶水族館の棚卸で、固定資産台帳に動物が計上されていた。ペンギンの
欄には個々の名前が記載されていたが、ワニには「ワニ1」、「ワニ2」
といったシンプルな記載がされていた。

実査・立会

新人研修 研修

期末監査繁忙期

第1四半期　 レビュー

休暇 休暇研修

第2四半期レビュー 第3四半期レビュー

WT TOC

期末監査や四半期レビューの開始時期に手続きを先輩方と確認したり、直接クライアントに資料
を依頼するために、出張で往査先へ行くことが多いです。

出張中の楽しみといえば、
美味しいご飯！忙しい時期
もこれがあればこそ乗り越
えられます。こちらの写真
は、入社祝いにパートナー
からご馳走になった伊勢海

老です。私がよく行く地方は美味しいものがたくさん
あるので、食べ過ぎないように気を付けています。

いつも帰りを
待ってくれて
いる愛する家
族に、必ずお
土産を買って
帰ります。つ

いつい買い過ぎてしまうので、だいぶお
土産に詳しくなってしまいました。

スタッフ
T.Kobayashiさん

WTとは、リスクに対応する
内部統制が適切に整備されて
いるか理解するための手続き
をいいます。TOCとは、WT

によって認識した内部統制が
適切に運用されているか確か
める手続きをいいます。

WT、TOCとは？
スタッフ
M.Takahashiさん

勉強したことを実践するのは緊張しました
が、チームの先輩が事前に注意点を教えてく
れたおかげで問題なく進めることができまし
た。また、クライアントの方からの質問に対
し、監査手続の目的に立ち返って説明してい
る先輩の姿がとてもかっこよかったです。

e-Learningの授業は計画的に進めないと受
けきることが難しいため、入社前からこまめ
に学習することをお勧めします！ゼミナール
などのTeamsを使った授業では他法人の方
とも交流ができ実務の様子を聞くことができ
るため、息抜きになってとても楽しいです。

スタッフ
S.Inomataさん

実査 補習所

出張

棚卸立会

EY新日本メンバーの棚卸立会エピソード

スタッフ
M.Kayabaさん

EY新日本では夏と冬に長期休暇がありま
す。私は毎年長めに帰省をして、普段会
えない地元の友達や実家の猫と遊んで、
のんびり過ごしています。アフターコロ
ナには海外旅行なども楽しむ予定です！

長期休暇の他に繁忙期の振替休日が年に
数日あり、私はよくこのプチ連休に旅行
をしています！写真は先日訪れた宮古島
です。平日＋通常の土日だったので、混
雑を避けながら存分に楽しめました◎

長期休暇



7 88

Office casual Collection 2022

EY新日本ではオフィスへの出社の際にカジュアルファッションでの執務が可能です。何を着たら
良いのだろう？そんな悩みに答えます。おしゃれな先輩方のファッションを参考にしましょう！

ファッションのこだわりを
教えてください。Q.

ファッションのこだわりを
教えてください。

革靴が好きで、履いた時に気
分が上がるので週末は靴磨
きなど手入れをしています。

Q.

ファッションのこだわりを
教えてください。Q.

ファッションのこだわりを
教えてください。Q.

友人からの誕生日プ
レゼントです。

お気に入りアイテム

財布

新入社員全員にプレ
ゼントされたサステ
ナブル素材の名刺入
れです。 名刺入れ

お気に入りアイテム

革製品なので、使い
こんで味を出してい
きたいです！

キーケース

お気に入りアイテム

出勤時のファッションで
意識していることは？Q.

出勤時のファッションで
意識していることは？Q.

出勤時のファッションで
意識していることは？Q.

出勤時のファッションで
意識していることは？Q.

E.Ryoさんスタッフ

Y.Tsujikawaさんスタッフ

K.Idaさんスタッフ

M.Yamaokaさんスタッフ

1日のスケジュール
公認会計士がどのような1日を過ごしているのか、皆さん気になるのではないでしょうか。
そこで、3名のEY新日本メンバーに1日のスケジュールをインタビューしてみました！

スタッフ
K.Sakaguchiさん

オフィスは同期と会える貴重な場
で、お昼に居合わせた数人でラン
チに行くことも多いです。ここで
仲良くなった同期は、ちょっとした
疑問も聞きやすく助かっています。

就活も入社後の研修もリモート
だったため、初めて出勤したと
きは道に迷いました…しかし、
チームの上司による案内や慣れ
もあり、今では快適に過ごせて
います。

23:30

6:30

7:45

9:00

19:30

20:45

準備
通勤

通勤

支度

睡眠

仕事

自由時間

自由時間

▼タイムスケジュール

9:30

オフィス

往査

私はなるべく出社するように
しています。気軽に質問がで
きたり、業務中の振舞いを学
ぶことができるなど、メリッ
トが多くあります。出社した
際に、先輩のかっこいい姿や

しびれる場面をたくさん見ることができました。仕事終わりは
チームの先輩や同期、職場以外の友達と会うことが多いです。
同期の仕事の話を聞くと刺激になったり、発見があって楽しい
です。また、同期のバックグラウンドがさまざまであることも
面白いです。ほかにも、帰宅後に最寄りのジムで気分転換を
したり、趣味を楽しんだり、たまに勉強もして過ごしています！

スタッフ
G.Chinenさん

8:50
9:20

12:0013:00

18:00
18:30

通勤

通勤

仕事

仕事

昼食

▼タイムスケジュール

在宅

スタッフ
S.Kanazawaさん

出社時はPCを持ち歩くことが多く、荷物
が重い！重い荷物や満員電車を避けるこ
とができる点は、在宅勤務の大きな利点
です。人と話せないと不安になるときも
ありますが、そんなときはTeamsのチャッ
トや通話で先輩や同期にすぐにコミュニ
ケーションを取るようにしています。

移動時間がないことで余裕があ
るため、仕事後には自炊をする
ように心がけています！在宅勤
務後は私服で出かけることや友
人に会うこともできるので、こ
の点も嬉しいポイントです。

13:00

0:00

7:00

0:00

7:00

9:30

20:00

12:00

18:00

睡眠

朝食・
支度など

睡眠

支度

仕事

仕事

昼食

夕食

自由時間

▼タイムスケジュール

香りを選ぶと、出来
立ての香水を作って
もらえるお店で購入
しました。 香水

お気に入りアイテム

ジャストサイズを選ぶなど、
サイズ感を意識しています。A.

A.
自分の気分が上がるものを
選ぶようにしています。A.

奇抜なもの、丈の短いもの
を避けるようにしています。A.

流行に左右されずに着るこ
とができる、オールドファッ
ションが好きです。

A.

オフィスでは無地のものを
意識的に選んでいます。A.

シルエットや色味など全身
のバランスです。A.

アパレルなどのクライアン
トが多い為、私服とあまり
区別していません。

A.
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パートナーへの
EY新日本ではさまざまなキャリアを歩むことができます。今回はパートナーとして活躍する
お二人にインタビューをしました。ぜひEY新日本でのキャリアの参考にしてみてください！

道

プロフィール プロフィール

2004年 入社
2015年～2019年 シアトル駐在
2019年～2021年 シカゴ駐在
2022年 パートナー就任

パートナー 

T.Suzukiさん
パートナー 

E.Kusakabeさん

駐在の魅力を教えてください。

A.他では得られない非日常が駐在の魅力です。つら
いことも大変なこともありますが、その経験はプ
ライスレスなものです。上司も部下も外国人であ
り、自分が育ってきた環境と異なる環境で仕事を
するという経験は、自分自身をさらに強くでき、
一生の宝となります。

ハロウィン当日のシアトル駐在中の監査現場にて。監査
チームも経理も皆で仮装して出社していました！

EY新日本の駐在制度について教えてください。

A.国、地域によって競争倍率が高いところ、低いと
ころがありますが、EY新日本では手を挙げれば
当制度を利用することは可能です。今は仕事で英
語に触れることも多いので、そこで海外駐在につ
いて考えるきっかけを掴めたらいいと思います。

EY新日本の魅力を教えてください。

A.多くのチャンスがあり、また多様性を尊重する風
土があることがEY新日本の魅力です。自分が望
めばチャンスは誰にでもありますが、受け身では
何も起きません。積極的に手を挙げればチャンス
を与えてくれる法人であると感じています。

就活生へ一言お願いします！

A.EY新日本は多様な人々が違いを受け入れて公平
に活躍できる組織です。さまざまなバックグラウ
ンドを持った皆さん一人一人活躍できる場がある
ので、ぜひEY新日本の門を叩いてください。

就活生へ一言お願いします！

A.コロナ禍で受験仲間とも交流できず、精神的にも
凄く大変だったかと想像しています。そんな状況
を乗り越えてきた皆さんには、公認会計士として
の第一歩を踏み出すための後悔のない就職活動を
して欲しいと思います。

休日には心身共にリ
ラックスできる、ハ
イキングに行きます。
マイナスイオンに包
まれる癒しの時間を
楽しんでいます。

仕事と子育ての両立について教えてください。

A.周りの支えがあったからこそ両立ができたと思い
ます。仕事の時間が限られているので効率性の大
切さを学びました。
また親になってから
はいろいろな状況を
抱えた人がいること
を理解し、躊躇なく
手を差し伸べること
ができています。

S.Kunito

これ以上体が
硬くならない
よう、毎日柔
軟。

Name

日ごろ心がけ
ていること

* はリクルーターです。

N.Nakagaki

絶対にあきら
めない。

S.Hoshino

常に楽しみを
作っておくこ
と。

R.Yoshimoto

感謝の気持ち
を持つこと。

T.Kondo

できることか
らコツコツと
取り組む。

H.Fujii

何事も楽しむ、
笑顔でいるこ
と。

R.Ishioka

整理整頓と前
向きな言葉遣
い。

K.Fujikawa

自分の時間を
大切にするこ
と。

Y.Sakai

コミュニケー
ションを絶や
さない。

T.Mizusawa

昨日の自分よ
り少しでも成
長する。

W.Shinagawa

楽できるよう
に工夫する。余
裕を持つ。

S.Mun

プライベート
の時間を大切
にする。

Y.Shimomura

週3回のランニ
ングと週2回の
筋トレ。

K.Tsutsui

積極的におも
しろいことを
探す。

S.Moriyama

終電を逃さな
いこと。

**

T.Fujii

仕事しすぎな
いようにする
こと。

*

*

* * * *

* * *

* *

**

* *

編集長

Editor's
Note

M.Hiraoka

何事にもポジ
ティブに、積
極的に取り組
む。

*

T.Sano

心が迷ったら
サウナに行く。

1995年～入社、子育てと両立し
ながら監査業務に従事
2015年 パートナー就任

出演者
（50音順）

Special Thanks

* はリクルーターです。

M.Asano S.Kanazawa K.Sakaguchi R.Tsuruta
K.Ida M.Kayaba S.Sakita R.Fujita
R.Iguchi T.Kawai Y.Sakurai Y.Fuwa
K.Ito E.Kusakabe T.Suzuki Y.Mineshita
S.Inomata T.Kudo H.Suzuki M.Yamaoka
Y.Oishi T.Kobayashi M.Takahashi K.Yamaji
K.Onodera S.Saito G.Chinen E.Ryo
I.Kadota A.Sasaki Y.Tsujikawa

*
*

*
*
*

*
*

**
*

受験生の皆さん、EY Summer Conferenceはいかがでしたか？たく
さんの受験生にご参加頂き、ほとんど全てのイベントが満員御礼を迎
え、大盛況のうちに終了することが出来ました。
EY新日本の魅力を少しでも多く感じ取って頂けていれば、とても嬉し
く思います。
皆さんの中には、将来の進みたい分野が明確に見えている方、たくさ
んの情報をインプットして見え始めてきた方、EY新日本のリクルー
ターと一緒になって考えている方、さまざまな方がいらっしゃるので
はと思います。

EY新日本は自分のやりたいことにチャレンジしたいと声を上げれば、
周りのメンバーがその声に応え、幅広い経験をサポートする、皆さん
一人ひとりが自分に合ったキャリアを設計できる法人です。
ぜひ、EY新日本に飛び込んで、前向きに、変化をおそれず、さまざま
な ことに取り組んで、一緒に未来を創りあげていきましょう。
皆さんの合格をお祈りし、面接でお会い出来ることを楽しみに
しています。

◆ステップ1

・面接の予約：11月18日（金）13:00よりマイページから受付を開始いたします。
　予約期間：11月18日（金）13:00 ～11月22日（火）17:00（予定）　
　予約方法：
　・既にマイページへエントリー済の方：以下マイページURLよりご予約ください。
　・マイページ未登録の方：以下マイページURL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。
　・マイページ：https://mypage.1170.i-web.jpn.com/EYshinnihon2022/

　　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）　未提出の場合でもご予約いただけます。
・エントリーシート（履歴書）の提出：エントリーシート（履歴書）は電子受付となりますので、マイページよりご入力ください。
　提出期間：11月18日（金）13:00 ～11月23日（水）正午まで
・適性テスト受検：11月18日（金）13:00 ～11月23日（水）正午まで
◆ステップ2

・選考（1次・2次面接）：11月24日（木）～11月30日（水）の期間に、面接による選考（2回を予定）を行います。
◆ステップ3

・内定通知：12月1日（木）13:00より　メール及び電話にて内定通知を行う予定です。
◆ステップ4

・内定承諾期間：12月1日（木）13:00～12月2日（金）11:00

 

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/

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

EY新日本で皆さんそれぞれのオーダーメイドなキャリアを見つけてください
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若手メンバー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

SNS

LINE

 HP
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