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あずさカレッジ　コンテンツ詳細

論文式試験明けに、多数のコンテンツ・懇談イベントをオンラインで開催します。
あずさ監査法人のことや雰囲気を知り、自分のやりたいこと、

将来のキャリアプランを一緒に考えましょう！
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オススメの進め方

あずさカレッジの
歩き方

就職活動が初めての方は、下記 STEP1~3 を参考に進めてみましょう！
もちろん興味のあるコンテンツからご参加いただくことも可能です。

番外編コンテンツに参加しよう 懇談イベントを活用しよう

就活対策、女子会、学生向け、オフィス
ツアー etc..
分野やセクター以外の切り口で知りたい
ことや聞きたいことをこの番外編のコンテ
ンツで聞いてみましょう！

コンテンツで得た情報の整理や、就職活
動の相談等のため、懇談イベントに申し
込んでみましょう！
プライベートの話等も大歓迎です！公認会
計士として働く姿をイメージしましょう！

たくさん情報収集したら、
情報整理のために懇談イベントを活用しましょう！
就職活動の進め方や法人選びの相談から、

今後のキャリアプランの相談まで
皆さんとお話しできることを楽しみにしています。

海外経験者やマネジャー以上の
ベテラン職員もいますので、

気になるテーマを探してみてください！

詳細はコチラ ＞

STEP.1

あずさを知ろう

まずは法人説明会に参加し、あずさ監査
法人の目指している姿や、どのような
分野があるのか等を聞いてみましょう！
就職活動の第一歩にお勧めです。

分野を知ろう

法人説明会で分野の紹介を聞いた後は、
それぞれの分野のコンテンツに参加し、
興味のある分野を見つけてみましょう！
監査一般・金融・パブリック・IPO・グロー
バル・IT 監査・アドバイザリー、各分野
でコンテンツを用意しています。

STEP.2

セクターを知ろう

分野より更に深掘りしたセクターに関する
情報収集をしましょう！
テレコム・小売・自動車・商社など多種
多様なセクターがあります。
各セクターの特徴・魅力や業界で得られ
る知識・経験について知り、興味のある
セクターを見つけましょう。

STEP.3

あずさ監査法人のこと、どの
ような分野・セクターがある
か知るために、まずは法人説
明会に参加しましょう！

興味のある分野コンテンツに
参加してみましょう！
各分野の経験豊富な職員が
業務内容やキャリアパスにつ
いてご紹介します。

それぞれのセクターの特徴・
魅力や業界で得られる知識・
経験をご紹介します！懇談の
時間も用意しておりますの
で、今後の就職活動について
相談できる職員が見つかるか
もしれません。

分野やセクター以外の切り口
であずさ監査法人を知ること
ができます！

2日目に興味を持ったセク
ターのコンテンツで理解を深
めるもよし。
他のセクターのコンテンツに
参加して、新たな魅力を発見
するもよし。
さまざまなコンテンツを自由
に回ってみましょう。

モデルコース

法人説明会 分野コンテンツ
1つ目

セクターコンテンツ
1つ目

セクターコンテンツ
2つ目

セクターコンテンツ
3つ目

分野コンテンツ
2つ目

番外編コンテンツ

Road to AZSA02
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パブリックセクター

小売物流・運輸

物流・運輸

ライフサイエンス

ライフサイエンス

あずさカレッジ

金融
Data & Analytics/IT

Data & Analytics/IT

法人説明会

法人説明会

法人説明会

法人説明会

法人説明会

分野コンテンツ セクターコンテンツ
分野コンテンツ

セクターコンテンツ

番外編コンテンツ

パブリックセクター

金融

アドバイザリー

パブリックセクター

IPO
IPO就活対策

金融 商社

商社

パブリックセクター オフィスツアー
グローバル

グローバル

アドバイザリー
製造・機械 /テクノロジー

製造・機械
IPO

テクノロジー
テクノロジー

金融 パブリックセクター
パブリックセクター

グローバル

金融 Data & Analytics/IT

法人説明会　リターンズ※

法人説明会　リターンズ※

法人説明会　リターンズ※

法人説明会　リターンズ※

金融
アドバイザリーグローバル

IPO

IPO
Data & Analytics/IT

学生向け相談会

小売

小売

テレコム
ライフサイエンス商社

自動車 KPMG Ignition Tokyo

就活対策

商社

金融

金融

金融

IPO

エンターテイメント

グローバル

機械・非鉄金属

女子会

パブリックセクター

※詳細な日時や内容は変更になる可能性がございますので予めご了承ください

金融

金融

IPO

金融 IPO

IPO

メディア

テレコム

精密化学

メディア

小売

学生向け相談会アドバイザリー

Data & Analytics/IT ライフサイエンス

製薬

金融 KPMG Ignition Tokyo

小売自動車

Data & Analytics/IT

パブリックセクター

※1特別開催

「法人説明会リターンズ」
について
ご予約いただいた方に、法
人説明会動画を事前にご覧
いただきます。当日は職員
と懇談しながら、不明点等
解消しましょう。
コンテンツ開催時間に動画
視聴時間は含まれません。
11/24～27 term1で開催さ
れる法人説明会では、開催
中にアンケート実 施 や
チャットでの質問受付け等
を実施しますので、ぜひ
term1へのご参加をご検討
ください！

自動車

テレコム

メディア

精密化学

機械・非鉄金属

製薬

AZSA
College スケジュール

エンターテイメント

Schedule03
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Data & Analytics/ITパブリックセクター IPO 就活対策

金融監査の魅力
～あずさ金融でできること～

パブリックセクター
×

一般監査＝∞

IPO経験チームに聞く！

上場体験談
デジタル時代の
監査の入口 ～ IT監査部～

オンライン
就職活動対策！

パブリックセクター

あずさ金融
～オンライン Café～

パブリックセクター
×

一般監査＝∞

海外駐在の魅力
～日本からグローバルへ～

セクター紹介

＜商社＞
【LIVE】

あずさオフィスツアー

オフィスツアー商社グローバル

法人説明会

11/24 11/25

「金融監査の魅力って何？」
「あずさ金融の魅力って
何？」皆さんの夢が実現で
きる“あずさ金融”を存分に
知ってもらうために、職員
との懇談の場もご用意して
います。気になった点や不
安な点を何でも聞いてみて
ください。有意義な時間を
お約束します！

「PS業務って何？興味はあ
るけどわからない」「どんな
業務があるの？」「民間の
監査との違いは？」「民間の
監査も経験できるの？」
「PSアドバイザリー業務も
やってみたい！」そんなあな
たの疑問・期待に、民間の
監査やPS業務を行うメン
バーが答えます！

あずさ監査法人のIPO支援
を受け、毎年、多くの企業
が上場しています。実際に
上場したクライアントに携
わったチームメンバーが、
それぞれの職位の視点で、
ショートレビューから上場
までに経験したIPO業務の
やりがいや魅力、苦労等を
赤裸々にお話しします！

デジタル化の波は監査業
界にも押し寄せてきていま
す。デジタル化の進展は
我々の監査にどのような影
響を与えるのか、そしてそ
のような未来のデジタル環
境の中で、デジタル監査の
旗手となる二刀流会計士
を養成するIT監査部につい
てご紹介します。

初めてのオンライン就職活
動について不安を抱えてい
る方も多いと思います。そ
んな不安を吹き飛ばせるよ
う、スケジュールや動き方、
使用するツールの説明だけ
でなく、エントリーシート
の記載や面接に臨むにあ
たってのアドバイスまでお
話します！

あずさ金融ってどんなとこ
ろ？ そんな疑問にお答えす
るため、若手職員との懇談
の時間をたっぷりと設けま
した。さまざまな業種の職
員との懇談を通じて、 “あ
ずさ金融”のイメージを感
じ取って下さい！カフェで
の会話のように気楽にご参
加ください。

「PS業務って何？興味はあ
るけどわからない」「どんな
業務があるの？」「民間の
監査との違いは？」「民間の
監査も経験できるの？」
「PSアドバイザリー業務も
やってみたい！」そんなあな
たの疑問・期待に、民間の
監査やPS業務を行うメン
バーが答えます！

海外ってどうやったらいけ
るの？今英語得意じゃない
けど大丈夫？・・・そんなあ
なたの疑問に答えます！海
外駐在経験者や、今海外
駐在している人も生出演！
皆さんの疑問をぶつけてみ
ましょう！

商社の監査って難しい？ 
おもしろい？ 特殊な業界
の監査だからこそやりがい
と成長の機会があり、グ
ローバルな監査対応や
IFRSも学ぶことができま
す。
住友商事、双日の現役監
査メンバーが監査の醍醐
味やそれぞれの経験、チー
ムの雰囲気等をお話しま
す！

会計士になったら実際どん
な場所でどんな風に働く
の？ と思ってるそこのあな
た！ 先輩会計士と一緒に
あずさ監査法人のオフィス
を巡りましょう！ 職員への
突撃インタビューも交えな
がらお届けします！ 合格
後に働くイメージをぜひ持
ち帰ってください！

金融

金融

火 11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/11

あずさ監査法人の概要や分野についてご紹介します。
説明を聞いていただいた後は、若手職員との懇談時間も設けています。就職活動を始めた
ばかりの方、あずさ監査法人について詳しく知りたい方はぜひご参加ください。

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable04

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1
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テクノロジーIPO 製造・機械／テクノロジー

パブリックセクター
×

一般監査＝∞

IPO徹底解説

～あずさIPOの全て～

IPO

若手に聞いてみた！

IPOで始まるキャリア

監査からアドバイザリーへ

～私たちの履歴書～

パブリックセクター

パブリックセクター
×

一般監査＝∞

触れてみよう！

グローバル会計士の
10年間

セクター紹介

＜テクノロジー＞
セクター紹介

＜製造・機械／
テクノロジー＞

デジタル時代の監査の入口

～ IT監査部～

Data & Analytics/ ITグローバル

金融監査の魅力
～あずさ金融でできること～

法人説明会

11/24 11/25 11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/11

「PS業務って何？興味はあ
るけどわからない」「どんな
業務があるの？」「民間の
監査との違いは？」「民間の
監査も経験できるの？」
「PSアドバイザリー業務も
やってみたい！」そんなあな
たの疑問・期待に、民間の
監査やPS業務を行うメン
バーが答えます！

IPOってワードはよく聞く
けど、具体的にはどんなこ
とをするの？
知っているようで知らない
IPO業務について、ベテラ
ン職員によるプレゼン、若
手職員による懇談でお伝え
します。ショートレビュー、
財務調査など、体験談を通
じてIPOに触れてみよう！

監査法人のアドバイザリー
業務のイメージをもってい
ただくのがこのコンテンツ
の目的です！パネルディス
カッションであずさのアド
バイザリーの魅力をお伝え
します！

アフターコロナの中では、
DX（デ ジ タルトランス
フォーメーション）が加速
し、これまで以上にテクノ
ロジーを利用した世界が広
がっていきます。
今回はテクノロジー業界を
代表するNEC、TDKの監
査チームがテクノロジー分
野の監査の魅力をご紹介
します！

三菱電機監査チーム×三
菱重工監査チームのトーク
セッションイベントです。
炊飯器から衛星まで幅広
い製品を製造する三菱電
機、重厚長大の代表格であ
る三菱重工、それぞれの監
査チームメンバーが登場
し、『日本のモノづくり』、
歴史ある製造業エンゲー
ジメントにおける監査業務
の醍醐味をお話しします!

「PS業務って何？興味はあ
るけどわからない」「どんな
業務があるの？」「民間の
監査との違いは？」「民間の
監査も経験できるの？」
「PSアドバイザリー業務も
やってみたい！」そんなあな
たの疑問・期待に、民間の
監査やPS業務を行うメン
バーが答えます！

若手職員による、就活生の
ためのパネルディスカッ
ション！
IPO業務に携わる若手職
員が、仕事からプライベー
トまで様々なことをお話し
ます。
入社後のご自身をイメージ
してみませんか？

グローバルに働く先輩会計
士のキャリアパスについ
て、入社したての新人目線
から様々な質問をし、あず
さ監査法人でどんなキャリ
アが積めるのかをお話しし
ます。
グローバルな会計士として
働く将来像が漠然としてい
る受験生にピッタリのイベ
ントです！

デジタル化の波は監査業
界にも押し寄せてきていま
す。デジタル化の進展は
我々の監査にどのような影
響を与えるのか、そしてそ
のような未来のデジタル環
境の中で、デジタル監査の
旗手となる二刀流会計士
を養成するIT監査部につい
てご紹介します。

金融

水

「金融監査の魅力って何？」
「あずさ金融の魅力って
何？」皆さんの夢が実現で
きる“あずさ金融”を存分に
知ってもらうために、職員
との懇談の場もご用意して
います。気になった点や不
安な点を何でも聞いてみて
ください。有意義な時間を
お約束します！

アドバイザリー パブリックセクター

あずさ監査法人の概要や分野についてご紹介します。
説明を聞いていただいた後は、若手職員との懇談時間も設けています。就職活動を始めた
ばかりの方、あずさ監査法人について詳しく知りたい方はぜひご参加ください。

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable05

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1
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デジタル時代の監査の入口

～ IT監査部～

IPO経験チームに聞く！

上場体験談

金融

Data & Analytics/IT 物流・運輸 小売 ライフサイエンス

金融監査の魅力
～あずさ金融でできること～

あずさ金融
～オンライン Café～

これがIFRS監査！ 監査からアドバイザリーへ

～私たちの履歴書～

セクター紹介

＜小売＞
セクター紹介

＜物流・運輸＞
セクター紹介

＜ライフサイエンス＞

若手が答えます！

～学生お悩み相談室～

学生向け相談会アドバイザリーグローバルIPO

デジタル化の波は監査業
界にも押し寄せてきていま
す。デジタル化の進展は
我々の監査にどのような影
響を与えるのか、そしてそ
のような未来のデジタル環
境の中で、デジタル監査の
旗手となる二刀流会計士
を養成するIT監査部につい
てご紹介します。

「金融監査の魅力って何？」
「あずさ金融の魅力って
何？」皆さんの夢が実現で
きる“あずさ金融”を存分に
知ってもらうために、職員
との懇談の場もご用意して
います。気になった点や不
安な点を何でも聞いてみて
ください。有意義な時間を
お約束します！

あずさ監査法人の概要や分野についてご紹介します。
説明を聞いていただいた後は、若手職員との懇談時間も設けています。就職活動を始めた
ばかりの方、あずさ監査法人について詳しく知りたい方はぜひご参加ください。

誰もが利用したことのある
この身近な業界について
監査の視点から見てみませ
んか？ 実は全然知らない
世界が待っているかもしれ
ません。
JR東日本・日本郵政の監
査チームメンバーが業界の
特徴やこの業界だからこそ
得られる経験や魅力につ
いてお伝えします！

皆さんご存知の味の素と、
ナノユニバースやジルス
チュアートなどのブランド
を保有する大手アパレル小
売企業であるTSIホール
ディングス、それぞれの監
査チームメンバーから、小
売業監査の魅力や監査
チームの雰囲気などをお
伝えします！

大学発ベンチャー企業で
は時価総額最大！ぺプチ
ドリームの監査チームが
お話しします。バイオベン
チャーとは？ ペプチド
リームは何がすごいの？ 
どのような監査手続きを
するの？ さまざまな疑問
に、監査チームがプレゼン
形式でお答えします。

あずさ金融ってどんなとこ
ろ？ そんな疑問にお答えす
るため、若手職員との懇談
の時間をたっぷりと設けま
した。さまざまな業種の職
員との懇談を通じて、 “あ
ずさ金融”のイメージを感
じ取って下さい！カフェで
の会話のように気楽にご参
加ください。

あずさ監査法人のIPO支援
を受け、毎年、多くの企業
が上場しています。実際に
上場したクライアントに携
わったチームメンバーが、
それぞれの職位の視点で、
ショートレビューから上場
までに経験したIPO業務の
やりがいや魅力、苦労等を
赤裸々にお話しします！

昨今、日本のグローバル企
業が続々とIFRSを会計基
準として採用し始めていま
す。IFRSの監査って何？ 
IFRS監査をするとどんな
いいことがあるの？ と言っ
た疑問に、実際のIFRS監
査メンバーがお答えしま
す。

監査法人のアドバイザリー
業務のイメージをもってい
ただくのがこのコンテンツ
の目的です！パネルディス
カッションであずさのアド
バイザリーの魅力をお伝え
します！

就活ってどうやって進めた
らいいの？ 入社後の生活
はどんな感じなの？これか
ら社会人になる学生の皆さ
んには、様々な疑問点・不
安点があるかと思います。
そんな皆さんのお悩みに、
可能な限りリアルタイムか
つ本音で旬な若手スタッフ
が答えます！

金融

金融

法人説明会

11/ 24～ 27 term1で開催される法人説明会と同じコンテンツです。ご予約いただいた方に、
法人説明会動画を事前にご覧いただきます。当日は職員と懇談いただきながら、不明点等解消
しましょう。なお、コンテンツ開催時間に動画視聴時間は含まれません。

法人説明会リターンズ

特別開催 18:00-18:30

木11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/1111/2511/24

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable06

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1
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パブリックセクター
×

一般監査＝∞

IPO徹底解説

～あずさIPOの全て～

金融監査の魅力
～あずさ金融でできること～

11/24

若手に聞いてみた！

IPOで始まるキャリア

自動車小売 KPMG Ignition Tokyo

セクター紹介

＜自動車＞
セクター紹介

＜小売＞

セクター紹介

＜商社＞
セクター紹介

＜ライフサイエンス＞
セクター紹介

＜テレコム＞

監査の DX

～未来の監査に
触れてみよう！～

テレコムライフサイエンス商社IPO

IPO

「PS業務って何？興味はあ
るけどわからない」「どんな
業務があるの？」「民間の
監査との違いは？」「民間の
監査も経験できるの？」
「PSアドバイザリー業務も
やってみたい！」そんなあな
たの疑問・期待に、民間の
監査やPS業務を行うメン
バーが答えます！

IPOってワードはよく聞く
けど、具体的にはどんなこ
とをするの？
知っているようで知らない
IPO業務について、ベテラ
ン職員によるプレゼン、若
手職員による懇談でお伝え
します。ショートレビュー、
財務調査など、体験談を通
じてIPOに触れてみよう！

「金融監査の魅力って何？」
「あずさ金融の魅力って
何？」皆さんの夢が実現で
きる“あずさ金融”を存分に
知ってもらうために、職員
との懇談の場もご用意して
います。気になった点や不
安な点を何でも聞いてみて
ください。有意義な時間を
お約束します！

あずさ監査法人の概要や分野についてご紹介します。
説明を聞いていただいた後は、若手職員との懇談時間も設けています。就職活動を始めた
ばかりの方、あずさ監査法人について詳しく知りたい方はぜひご参加ください。

アサヒビール監査チーム×
良品計画監査チームのトーク
セッションイベントです。
グローバル飲料メーカー
であるアサヒビールと無
印良品を展開する良品計
画の監査チームメンバー
がBtoCビジネスの監査の
醍醐味をお話しします！
トークセッションや懇談を
通して小売セクターの雰囲
気を感じ取ってください。

皆さんよく聞く自動車業
界、その監査ってどんなも
の？実際に監査チームに聞
いてみましょう！国内メー
カースバルチーム×海外
メーカーベンツチームのそ
れぞれから自動車業界の
監査や魅力についてお伝え
します！

監査は今、先端テクノロ
ジーの活用により大きく姿
を変えつつあり、会計士も
デジタル領域のスキル・知
識が必須になっていきま
す。デジタル監査の現状と
未来、今後の会計士像に
ついて説明します。
「KPMGイグニション東京」
のリモートオフィスツアー
もあります！

若手職員による、就活生の
ためのパネルディスカッ
ション！
IPO業務に携わる若手職
員が、仕事からプライベー
トまで様々なことをお話し
ます。
入社後のご自身をイメージ
してみませんか？

商社の監査って難しい？お
もしろい？
特殊な業界の監査だから
こそやりがいと成長の機会
があり、グローバルな監査
対応やIFRSも学ぶことが
できます。住友商事、双日
の現役監査メンバーが監
査の醍醐味やそれぞれの
経験、チームの雰囲気等を
お話します！

製薬会社ってよく分からな
いし、監査も難しそう。
そんなあなたにも分かりや
すいように、第一三共、中
外製薬の監査チームを通
じて、業界の特徴などを紹
介します。また、シニア、ス
タッフメンバーに両チーム
での経験ややりがいも語っ
てもらいます！

テレコムメディアの監査を
知ってみよう！皆さんよく
知るNTTグループと電通の
監査チームにその業界の
監査について語っていただ
きます！勉強ではわからな
い新しい発見があるかもし
れませんよ！

金融

パブリックセクター

法人説明会

法人説明会リターンズ

金11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/1111/25

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable07

特別開催 18:00-18:30

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1

11/ 24～ 27 term1で開催される法人説明会と同じコンテンツです。ご予約いただいた方に、
法人説明会動画を事前にご覧いただきます。当日は職員と懇談いただきながら、不明点等解消
しましょう。なお、コンテンツ開催時間に動画視聴時間は含まれません。
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監査チームに会いに行こう！

銀行＆証券

金融 IPO

IPO座談会

～パートナーのキャリアトーク～

監査チームに会いに行こう！

不動産＆総合金融

金融 メディア

セクター紹介

＜メディア＞

セクター紹介

＜小売＞

小売 就活対策

オンライン就職活動対策！

皆さんは、金融会社の監査にどのようなイメージを持って
いますか？ 難しそう、かっこいい！などさまざまかと思いま
す。銀行監査チームと、証券監査チーム、説明会だけでは
わからない各チームの雰囲気や業務内容について、ぜひあ
なた自身で確かめてください！

このコンテンツでは、さまざまなキャリアを経験してきた
パートナーをご紹介します。IPO、アドバイザリー、海外駐
在、IFRS監査等、経験豊富なパネリストが登壇します。
パートナーたちの紆余曲折なキャリアの話を聞きたい方は
ぜひお越しください！

あずさ金融セクターでは不動産会社も金融監査の対象で
すが、総合ディベロッパーの不動産監査チームと、リース、
銀行、保険等々、様々な業種を含む”総合金融”監査チーム。
2つの監査チームから、あずさ金融が持つ幅広い業種それ
ぞれの魅力をご紹介します！

メディアセクターの花形、テレビ業界の監査の特徴とは？
実際にあずさ監査法人のクライアントであるTBS・テレビ
朝日チームを呼んで、両社のビジネスの特色や会計上のト
ピックについてクイズも交えながらパネルディスカッショ
ン形式で解説します！

セブンイレブン・ジャパン監査チーム×モスバーガー監査
チームのトークセッションイベントです。
皆さんの身近な存在、セブンイレブン・ジャパンとモスバー
ガーの監査チームメンバーが小売業監査の醍醐味をお話
しします！トークセッションや懇談を通して小売セクターの
雰囲気を感じ取ってください。

初めてのオンライン就職活動を不安を抱えながら進めてい
る方も多いと思います。今後も続く就職活動での不安を吹
き飛ばせるよう、これからのスケジュールや動き方やエン
トリーシートの記載、面接に臨むにあたってのアドバイスま
でお話します！

月11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/1111/2511/24

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable08

法人説明会リターンズ

特別開催 18:00-18:30

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1

11/ 24～ 27 term1で開催される法人説明会と同じコンテンツです。ご予約いただいた方に、
法人説明会動画を事前にご覧いただきます。当日は職員と懇談いただきながら、不明点等解消
しましょう。なお、コンテンツ開催時間に動画視聴時間は含まれません。
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未来の監査へチャレンジ！

IT監査部ご紹介

商社

セクター紹介

＜商社＞

監査チームに会いに行こう！

銀行＆証券

金融 パブリックセクター

パブリックセクター×一般監査＝∞

セクター紹介

＜自動車＞
セクター紹介

＜小売＞

自動車 小売

Data & Analytics/ IT

11/24 11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/11火

未来の監査ではデジタル対応は必須になる？！監査でITっ
て関連するの？ ITには興味あるけど、ITについて全然知ら
なくても大丈夫？
そんな疑問に答えます。デジタル監査の旗手となる二刀流
会計士を養成するIT監査部の育成プランを詳しくご説明し
ます。

商社の監査って難しい？おもしろい？
特殊な業界の監査だからこそやりがいと成長の機会があ
り、グローバルな監査対応やIFRSも学ぶことができます。
住友商事、双日の現役監査メンバーが監査の醍醐味やそ
れぞれの経験、チームの雰囲気等をお話します！

皆さんは、金融会社の監査にどのようなイメージを持って
いますか？難しそう、かっこいい！などさまざまかと思いま
す。銀行監査チームと、証券監査チーム、説明会だけでは
わからない各チームの雰囲気や業務内容について、ぜひあ
なた自身で確かめてください！

「PS業務って何？興味はあるけどわからない」「どんな業務
があるの？」「民間の監査との違いは？」「民間の監査も経
験できるの？」「PSアドバイザリー業務もやってみたい！」そ
んなあなたの疑問・期待に、民間の監査やPS業務を行う
メンバーが答えます！

自動車業界の監査やアドバイザリー業務の魅力、求められ
るスキルの違いをお伝えします！
日本が世界に誇る自動車メーカーHondaの監査チームと、
自動車セクターのアドバイザリーチームのメンバーが、海外
赴任経験も交えながらお話しします！

実は同じ業界なんです！資生堂チームとコストコチームを
呼んで、小売業監査の特徴や、その雰囲気など皆さんにお
伝えします！同じ業界でも全然違う？それぞれの違いを聞
いてみてください！

11/25

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable09

法人説明会リターンズ

特別開催 18:00-18:30

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1

11/ 24～ 27 term1で開催される法人説明会と同じコンテンツです。ご予約いただいた方に、
法人説明会動画を事前にご覧いただきます。当日は職員と懇談いただきながら、不明点等解消
しましょう。なお、コンテンツ開催時間に動画視聴時間は含まれません。
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セクター紹介

＜エンターテイメント＞

エンターテイメント 繊維化学

セクター紹介

＜精密化学＞

監査チームに会いに行こう！

不動産＆総合金融

金融 IPO

IPO監査の登竜門

ショートレビュー体験会

監査チームに会いに行こう！

保険＆アセマネ

金融 グローバル

1日で学べる！

あずさのグローバルな働き方

11/24 11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/11水

エンターテインメント業界のリーディングカンパニーである
バンダイナムコの現役監査チームメンバーが出演し、業界
における監査の醍醐味をお話しします！
トークセッションや懇談を通してエンタメセクターの監査
の雰囲気を感じ取ってください。

Value from Innovationをスローガンに、コアとなる技術を
利用し多様な事業を展開する富士フイルムグループの監査
チームから、精密化学事業の特徴や世界のKPMGのメン
バーファームとのコミュニケーション等日々の監査業務に
ついてご紹介します！

あずさ金融セクターでは不動産会社も金融監査の対象で
すが、総合ディベロッパーの不動産監査チームと、リース、
銀行、保険等々、様々な業種を含む”総合金融”監査チーム。
2つの監査チームから、あずさ金融が持つ幅広い業種それ
ぞれの魅力をご紹介します！

IPO業務の登竜門、ショートレビューを疑似体験してみま
せんか？経営者へのヒアリングや財務諸表を基に、クライ
アントの課題を洗い出し、適切なアドバイスを行ってみま
しょう！

私たちの生活につながりが深い保険（損害保険）と、普段の
生活であまり馴染みのないアセットマネジメント。2つの異
業種の魅力について、保険監査チームとアセマネ監査チー
ムがそれぞれの業種の視点からご紹介します！

海外業務に憧れるけど実際どんな働き方があるの？どう
やったら行けるの？求められるスキルは？…などなど
皆さんの疑問を海外経験を持つパートナーやマネージャー
が何でも解決します！
複数職員の話を一気に聞けちゃう、この貴重な機会をぜ
ひご活用下さい！

11/25

あずさカレッジAZSA
College コンテンツ詳細

Timetable10

13:00-14:30Term 2

Term 3 15:00-16:30

10:30-12:00Term 1
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監査チームに会いに行こう！

信託銀行＆保険

金融

監査の DX

～未来の監査に触れてみよう！～

セクター紹介

＜メディア＞

メディア 機械・非鉄金属

セクター紹介

＜機械・非鉄金属＞

セクター紹介

＜製薬＞

製薬 女子会

あずさオンライン女子会

KPMG Ignition Tokyo

11/24 11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/11木

信託銀行って普通の銀行とどう違うの？保険（生命保険）会
社の監査ってどうなってるの？そんな疑問にお応えするた
め、信託銀行監査チームと保険監査チームから、それぞれ
の業種の魅力をご紹介します。それぞれの業種の視点から
金融監査の魅力を感じてください！

監査は今、先端テクノロジーの活用により大きく姿を変え
つつあり、会計士もデジタル領域のスキル・知識が必須に
なっていきます。デジタル監査の現状と未来、今後の会計
士像について説明します。「KPMGイグニション東京」のリ
モートオフィスツアーもあります！

私たちが生活の中でよく目にする広告について、監査の視
点から見てみませんか？
博報堂の監査チームメンバーが、広告業界の監査の特徴
や魅力についてお伝えします！
実際の業務やチームの雰囲気など、少しでも興味のある方
は気軽にご参加ください！

監査の基本はやはり製造業の監査ではないでしょうか。
「でも、実際に監査チームに入ったらどんなことが経験で
きるの？」という疑問を、グローバルに製品の製造販売を
行う小松製作所と三菱マテリアルの監査チームが解消しま
す！

製薬業界についてや監査における特徴、やりがいについて
製薬業界最大手の武田薬品工業の監査チームが実際に製
薬業を担当することで日々経験しているIFRS監査やグロー
バル監査についてお話します！

あずさ監査法人で働く女性はどのようなキャリアを歩んで
いるの？ 業務外の過ごし方から、育児休業、時短勤務、在
宅勤務、キャリア支援等、どんな質問でもOKです！
実際に働いている女性職員と話をしながら、未来の自分を
イメージしてみましょう♪
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パブリックセクター×一般監査＝∞

パブリックセクター テレコム

セクター紹介

＜テレコム＞

監査からアドバイザリーへ

～私たちの履歴書～

アドバイザリー 学生向け相談会

若手が答えます！

～学生お悩み相談室～

セクター紹介

＜ライフサイエンス＞

ライフサイエンス

未来の監査へチャレンジ！

IT監査部ご紹介

Data & Analytics/ IT

11/24 11/26 11/27 12/ 7 12/ 8 12/9 12/10 12/11 金

「PS業務って何？興味はあるけどわからない」「どんな業務
があるの？」「民間の監査との違いは？」「民間の監査も経
験できるの？」「PSアドバイザリー業務もやってみたい！」そ
んなあなたの疑問・期待に、民間の監査やPS業務を行うメ
ンバーが答えます！

テレコムメディアの監査を聞いてみよう！皆さんがよく知る
NTTグループと電通グループの監査チームにその魅力（デ
ジタルxグローバルxIFRS）について語っていただきます！
勉強ではわからない新しい発見があるかもしれませんよ！

監査法人のアドバイザリー業務のイメージをもっていただく
のがこのコンテンツの目的です！パネルディスカッションで
あずさのアドバイザリーの魅力をお伝えします！

就活ってどうやって進めたらいいの？入社後の生活はどん
な感じなの？これから社会人になる学生の皆さんには、
様々な疑問点・不安点があるかと思います。
そんな皆さんのお悩みに、可能な限りリアルタイムかつ本
音で旬な若手スタッフが答えます！

製薬会社、医療機器メーカーの監査って難しい？おもしろ
い？
特殊な業界の監査だからこそ、やりがいと成長の機会があ
り、グローバルな監査対応やIFRSも学ぶことができる。
ファイザー、テルモ両チームのマネジャーが皆さんの疑問
にすべて答えます！

未来の監査ではデジタル対応は必須になる？！監査でITっ
て関連するの？ ITには興味あるけど、ITについて全然知ら
なくても大丈夫？
そんな疑問に答えます。デジタル監査の旗手となる二刀流
会計士を養成するIT監査部の育成プランを詳しくご説明し
ます。
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11/30 12/1 12/2 12/3 12/4

12/14 12/15 12/16 12/17 12/18

さまざまなテーマで懇談イベントを開催いたします。
興味のあるテーマの中から、聞きたい分野／セクターを選び、

該当の時間にお申込みください！

マイページ上で
「オンライン職員訪問」も
受け付けています。
下記日時のご都合が
合わない方は

是非ご活用ください。

※日毎に申込みできる回数が異なります。

※懇談について：職員 1名につき参加者 2名を想定しています。当日変更になる可能性がございますので予めご了承ください。

月 火 水 木 金

ベテラン職員編

10:00--10:30

11:00--11:30

13:30--14:00

14:30--15:00

15:30--16:00

16:30--17:00

若手職員編 なんでも相談会

女子会

海外経験のある
職員編

あなたの目指す
キャリアは？（マネジャー以上）

金融全般　　　　　銀行　　　　　証券　　　　　保険　　　　　不動産　　　　　ノンバンク（総合金融）　　　　　Data & Analytics/IT　　　　　テレコム・メディア　　　　

エンタメ・観光・レジャー　　　　　テクノロジー・サービス　　　　　商社　　　　　小売　　　　　物流・運輸　　　　　パブリックセクター（PS）　　　　　

製薬・ライフサイエンス　　　　　化学・素材（ゴム・ガラス）　　　　　自動車　　　　　機械・素材（セメント・パルプ）

金融　　　　グローバル　　　　監査一般　　　　パブリックセクター（PS）　　　　Data & Analytics/ IT　　　　IPO分 野

セクター

懇談イベント
スケジュール

なかなか話すことができな
いベテラン職員と懇談する
ことができます！ 普段は聞
くことができない仕事の経
験談やキャリアについて
じっくり聞いてみませんか？

皆さんに一番近い立場であ
る若手職員ならではの視点
で皆さんが聞きたいことや
悩みにお答えします！ 気軽
に何でも相談してみて下
さい！

イベントに参加して一度情
報を整理したい方や、まだ
興味のある分野を絞ること
ができていない方へお勧め
です！ 職員とざっくばらん
に話してみましょう！

多様な経験を持つ職員が、
皆さんの今後のキャリアに
ついて一緒に考えていきま
す。皆さんの目標や夢をか
なえるためのキャリアプラ
ンを描いてみませんか？

グローバルに活躍している
職員と懇談ができる貴重な
機会です！ 海外駐在の実
情や、その魅力など、本音
を聞いてみませんか？

月 火 水 木 金

ベテラン職員編

10:00--10:30

11:00--11:30

13:30--14:00

14:30--15:00

15:30--16:00

16:30--17:00

若手職員編なんでも相談会海外経験のある
職員編 （マネジャー以上）

グローバルに活躍している
職員と懇談ができる貴重な
機会です！ 海外駐在の実
情や、その魅力など、本音
を聞いてみませんか？

なかなか話すことができな
いベテラン職員と懇談する
ことができます！ 普段は聞
くことができない仕事の経
験談やキャリアについて
じっくり聞いてみませんか？

女性職員に聞きたいことあ
りませんか？ ライフステー
ジに合わせた働き方、キャ
リア、法人のサポート制度
等、気になることを何でも
相談してください！

イベントに参加して一度情
報を整理したい方や、まだ
興味のある分野を絞ること
ができていない方へお勧め
です！ 職員とざっくばらん
に話してみましょう！

皆さんに一番近い立場であ
る若手職員ならではの視点
で皆さんが聞きたいことや
悩みにお答えします！ 気軽
に何でも相談してみて下
さい！

ご都合の良い時間
帯を1つ選択してお
申込みください。

ご都合の良い時間
帯を1つ選択してお
申込みください。

ご都合の良い時間
帯を1つ選択してお
申込みください。

Schedule13

各枠毎におひとり1回のお申込み
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