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就職活動の進め方

月
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オススメの
進め方
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05-07 あずさカレッジ
コンテンツ詳細

08 個別相談会
スケジュール

論文式試験明けに、多数のコンテンツ・個別相談会を開催します。
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！

Contents

Calendar

September October

8/22～ 31の期間も、職員との個別相談は可能です！
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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。

基礎編コンテンツに参加しよう 個別相談会を活用しよう

監査のスケジュールや非常勤・若手の働
き方等、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基礎
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、個別相談会に申し込
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、
情報整理のために個別相談会を活用しましょう！
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

あずさ監査法人を知ろう

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、どのような分野やセク
ターがあるのか等を聞いてみましょう！
あずさ監査法人の全体像を知る機会とし
てオススメです。

分野を知ろう

分野コンテンツに参加し、あずさ監査法
人の特徴を横断的に理解してみましょう！
分野コンテンツでは、グローバル、IPO、
デジタル等、あずさ監査法人の特徴をさ
まざまな切り口でご紹介いたします。

STEP.2

セクターを知ろう

セクターコンテンツに参加し、セクター
ごとの魅力や監査チームの雰囲気を感じ
てみましょう。メディア・小売・自動車な
ど多種多様なセクターがあるので、興味
のあるセクターを見つけてみましょう。
セクターコラボコンテンツも要チェック！

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！

監査のスケジュールや入社後
の研修、非常勤・若手職員の
働き方等、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。

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。

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。

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。
セクターコラボコンテンツで
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
2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
1つ目

基礎編コンテンツ

Road to AZSA

オススメの進め方
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あずさカレッジ
スケジュール
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セクターコンテンツ
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個別相談会

法人説明会

監査一般 

若手・非常勤 

金融 アドバイザリー

グローバル 

パブリックセクター 

法人説明会

金融

Digital／ IT監査

IPO支援

法人説明会

グローバル

なんでも相談会

なんでも相談会

なんでも相談会

なんでも相談会

法人説明会

アドバイザリー

金融

法人説明会

土曜開催

観光・レジャー
[Div2]

ライフサイエンス
[Div4]

小売・消費財
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航空機
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パブリックセクター 
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小売・消費財
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ライフサイエンス
[Div4]

自動車
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機械・製造
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メディア・広告

Digital／IT監査

海外経験

海外経験

アドバイザリー
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テクノロジー
[Div2]

不動産・総合金融
[金融 ]

[分野別 ]若手
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食品：飲料
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自動車
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総合商社
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エネルギー
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鉄鋼・非鉄・金属
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テクノロジー・サービス
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M&A
[Div4]

エネルギー
[Div4]

自動車
[Div5]

機械・製造
[Div5]

運輸・物流
[Div3]

エンタメ
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Digital／ IT監査

メディア・広告
[Div1]

11:00 11:45 

法人説明会
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IPO支援
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AZSA College

エンタメ
［Div2］

［Div2］
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10/10 月 10/11 火 10/12 水 10/13 木 10/14 金

10/3 月 10/4 火 10/5 水 10/6 木 10/7 金

グローバル 若手・非常勤  グローバル
  

なんでも相談会
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なんでも相談会
  

なんでも相談会
  

IPO支援

アドバイザリー

総合商社
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IPO支援

キャリア相談会

キャリア相談会

キャリア相談会

[Div4]

運輸・物流
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国際的に成長を続けるライフサイエンス業界。その市場の広がりに合わせて多くの
企業がIFRS基準を採用しています。「では、世界と未来を見据えるIFRS基準×
ライフサイエンス企業の監査で一体どんな経験ができるの？」という疑問に、実際
に携わる監査メンバーがお答えします！

あずさカレッジ
コンテンツ詳細

AZSA College

ライフサイエンス
［監査チーム紹介：Div4］ IFRS®基準×ライフサイエンス

から視るグローバル監査の今

東京ディズニーランド®・東京ディズニーシー ®を運営する「オリエンタルランド」、
旅行代理店の「近畿日本ツーリスト」。
「会社のサービスはイメージできるけど監査にはどんな特徴があるんだろう？」
BtoC業務を提供する会社を担当する2つの監査チームメンバーが、当該クライア
ントならではの経験や意外な点も含め、監査業務の特徴をお伝えします！

観光・レジャー
［監査チーム紹介：Div2］ 監査チームに会いに行こう

～観光・レジャー～

デジタル革新の波は監査業界にも押し寄せてきています。
リモートワークが定着し急激に加速するデジタル時代に会計士はどのような役割
を果たせるのか、そしてその時代をリードするデジタルに強い『二刀流会計士』を育
成するIT監査部についてご紹介します。

Digital ／ I T監査
［分野］ 監査DXをリードする

～ IT監査ってなに？～
会計士が活躍するフィールドは監査だけではありません。監査の経験を生かした
会計プロフェッショナルとしてのアドバイザリー業務もその1つです。
あずさ監査法人のアドバイザリー部門はどんなところで、どんなことをしているの
か？　会計士のキャリアにどう生きるのか？　まずは概要をご紹介します！

アドバイザリー
［分野］ アドバイザリー統轄事業部

組織とサービスの概要

最近よく耳にするESGや再生可能エネルギー。
このテーマにおいて特に影響が大きいエネルギー業界については、2050年までの
カーボンニュートラルに向けて今後ビジネスモデルが変化していくことが予想され
ます。
今回はそんなエネルギー業界での監査の魅力を、ビジネスモデルの異なる2チーム
がご紹介します！

エネルギー
［監査チーム紹介：Div4］ 監査を通じて未来が見える！？

～ ESG×エネルギー～
身近なようで実は知らないことも多い小売・消費財業界について、大手流通の
「セブン＆アイ・ホールディング」と無印良品やMUJIブランドを展開する「良品
計画」の監査チームメンバーがチームの雰囲気、監査の魅力も含めお伝えします！

小売・消費財
［監査チーム紹介：Div3］ 小売・消費財監査の魅力

～大手流通・小売～

監査の1年を通じて、監査の全体像、現場のイメージをお話します。
先輩会計士の経験談も交えつつ、あずさ監査法人でどのような経験が積めるのか、
キャリアパスを描けるのか、これから現場で活躍される方の第一歩としてピッタリ
のイベントです！

基礎編 さあ監査の現場へ！
～会計士の1年～

まずはこちらにご参加ください！
あずさ監査法人の概要や特徴、業務分野などについて幅広くご紹介します。
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
こちらへ！
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月
土
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11:309/5月 12:30

「PSの監査って楽しい！」
「PS監査の醍醐味ってどんなところにあるの？」こんな疑問に、「日本赤十字社」と
「理化学研究所」などの独立行政法人の監査チームメンバーがお応えし、PSならで
はのダイナミックかつ社会に貢献する組織の監査の魅力についてお伝えします！

パブリックセクター
［分野］ 監査チームに会いに行こう

～パブリックセクター～

グローバル化が進む中で、専門性を活かして国際的に活躍する会計士の需要が高
まっています。
グローバル会計士を継続的に輩出するためにあずさ監査法人が提供する、KPMG
のグローバルネットワークを駆使した海外派遣プログラムを体感してみませんか？

グローバル
［分野］ グローバル会計士のススメ

～ AZSAから世界へ～

「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！

金融
［分野］ 金融監査の魅力

～あずさ金融でできること～

学生時代の非常勤勤務、海外インターンシップ、入社後の研修…
「あずさ監査法人に入ったら、実際どのような経験ができるの？」「学生非常勤でも
やりがいと成長の機会はあるの？」「研修や実際の現場でサポートしてもらえ
るの？」
そんなギモンに、実際に入社して間もない時期にいろいろ経験をした若手職員が、
生の体験談・リアルな声とともにお答えします！

基礎編 スタートダッシュ！
～若手職員体験談～

未来のモビリティ社会とともにあなたの未来を考えてみませんか？
自動車業界はEV、自動運転など新しいモビリティ社会の実現に向けた大変革期
にあり、監査においてもグローバルなビジネス環境の変化への対応が求められて
います。ダイナミックな変化にある自動車業界の監査を通じてどんな成長ができ
るか、グローバル、デジタル、サステナブル、IFRS基準等をキーワードに、最前線
で活躍するチームメンバーの声をお届けします！

自動車
［監査チーム紹介：Div5］ 監査チームに会いに行こう

～自動車～

「IPOって何？」「IPO監査って通常の監査と何が違う？」「あずさIPOは他法人と
どう違う？」そんな疑問を、以下の豪華3本立てコンテンツで解消します。
① IPOのイロハを分かりやすく解説　② 監査チームに会いに行こう～ IPO～　
③ 職員との懇談
②では、「ゴミで飛行機を飛ばす！？」 Green Earth Institute㈱（21年上場）の監査
チームから、山あり谷ありのIPO体験談とその魅力をお話しいただきます！

IPO支援
［分野］ IPOのイロハ

～あずさIPOの魅力～

法人説明会
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グローバル×M&Aって何だか凄そう、だけど監査で何をするのかよくわからない
と思いませんか？
会社はどんな時にグローバルM&Aを行うのか？　監査ではどう関わるのか？
経験豊富な監査チームのメンバーが、ご説明とともにその魅力をお伝えします！

あずさカレッジ
コンテンツ詳細

「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基準も学ぶことができます。
住友商事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
等をお話しします！

総合商社
［監査チーム紹介：Div1］ 商社監査から学ぶ多様なビジネス

～総合商社の監査～

自動車産業は完成車メーカーだけでなく、川上にある素材、部品や、川下にある
販売ディーラー、リース等販売金融を抱える裾野の広いグローバルな巨大産業で
す。また、気候変動対応やCASEなど今後もダイナミックな展開が見込まれます。
監査現場では、製造業監査の基本をおさえつつ最新の業界トレンドにアンテナを
張って各種会計・監査論点と向き合っています。監査チームの体験談をもとに幅広
く奥深い自動車産業の監査について一緒に考えてみましょう！

自動車
［コラボ：Div4,Div5,金融］ 自動車産業の監査

～産業の特色や最新動向～

お仕事や学業のご都合で平日開催の法人説明会に参加できないという皆様のため
に、9/ 1～ 7の法人説明会と同様のイベントを週末に実施致します。ご予約いた
だいた方には、当日までに法人説明会の動画を事前にご覧いただき、当日は職員
との懇談を通じて、不明点や疑問を解消いただければと思います（イベント開催
時間に動画視聴時間は含まれません。当日までのご都合の良い時間にご視聴いた
だけます）。

「エンタメ」と聞くと楽しいことが連想されてワクワク、ドキドキしませんか？
「テレビ朝日」、「タカラトミー」監査チームにおけるコラボによりテレビ・おもちゃの
世界で監査に関わる魅力をたっぷりと！　それから「エンタメ」業界全体のことを
少しお伝えします。

エンタメ
［コラボ：Div1,Div2］ エンタメ監査の魅力

～テレビ・おもちゃ業界コラボ企画～

東日本エリアの旅客を支えつつ多角化ビジネスを行う「JR東日本」とグローバル
経済の大動脈である物流を支える「近鉄エクスプレス」。
新型コロナウイルス感染症拡大により正反対の影響を受けたこの2社の監査
チームが運輸・物流業界の監査の魅力を語ります。

運輸・物流
［監査チーム紹介：Div3］ 監査チームに会いに行こう

～運輸・物流～

世界のインフラを支える最大手グローバル企業の監査チームが登壇！
DX（デジタルトランスフォーメーション）・ESG等の大変革期の最中で、最先端の
取組みを行う企業の監査で得られる経験・やりがい・醍醐味を余すところなくお届
けします。

機械・製造
［監査チーム紹介：Div5］ サステナブル社会に向け大変革する

グローバル製造業監査

「テレビが好き！　広告ってカッコいい！」
「でもメディア・広告のことがまったくわかりません…」
そんなあなたでも大丈夫！ 
「TBS」、「電通」の監査チームがメディア・広告監査の面白さをゼロからお話します。
あなたの興味を会計監査に活かしてみませんか？

監査チームに会いに行こう
～テレビ局・広告代理店～

「グローバルで監査するってなんかかっこいい！」「でも具体的にどんな業務をして
いて、海外のKPMGメンバーとどんなやり取りをしているの？」
グローバル監査ならではの醍醐味や魅力をパネルディスカッションを通じて感じ
取ってもらえればと思います。

アドバイザリー部門の会計士は実際にどんな仕事をして、どのようなキャリアを歩
んでいるのか？
監査部門からアドバイザリー部門に異動したベテラン・中堅・若手メンバーによる
経験談を交えた懇談で、フィールドを広げて活躍するメンバーの生の声をお届けい
たします！

アドバイザリー
［分野］ アドバイザリーで活躍する

会計士のお仕事とキャリア

「飛ぶ」ことは120年前までは人間にとっての夢でした。それが今では日常の「当た
り前」になっています。しかし、その「当たり前」には最先端のサービス・テクノロ
ジー・ファイナンスのあの手この手が詰まっています。「航空機産業」を通じて、最
新の航空運送業・メーカー・金融事業の監査の様子に触れてみませんか？

航空機
［コラボ：Div3,Div4,Div5,金融］

グローバル
［分野］

航空機監査はセクターを
飛び越える！～航空・製造・金融～

グローバル会計士のススメ
～リファード業務編～

誰もが知っている「キリンビール」と「味の素」。実は、業界でもいち早く海外展開を
したパイオニアです。最も身近なグローバル企業である両社の監査チームメンバー
が、食品・飲料業界やグローバル企業の監査の特色・魅力についてお伝えします。

食品・飲料
［監査チーム紹介：Div3］

メディア・広告
［監査チーム紹介：Div1］

監査チームに会いに行こう
～食品・飲料～

監査から見る！
グローバル×M&Aの魅力！

これからの監査はデジタル対応待ったなし！
「でも監査現場のデジタル対応って何？」「監査法人でデジタル対応に必要な ITスキ
ルを習得できるの？」そんな疑問にお答えしながら、会計とデジタルに強い二刀流
会計士の育成を目指すIT監査部についてご説明します。

Digital ／ IT監査
［分野］ 君もなれる！

会計＆デジタル二刀流会計士

業界をリードする「バンダイナムコHD」および「セガサミー HD」の監査を通じて
エンタメ業界ならではのワクワク感を経験してみませんか？
皆さんにも親近感のあるクライアントを担当する監査チームメンバーが、エンタメ
業界を担当することの醍醐味、魅力をお伝えします！

エンタメ
［監査チーム紹介：Div2］ 監査チームに会いに行こう

～エンタメ～

法人説明会

M＆A
［監査チーム紹介：Div4］

～週末バージョン～

17:009/6 18:00
11:009/26 12:00

火
月

18:009/6火
木

19:00
11:009/22 12:00

10:009/7 11:00
16:009/29 17:00

水
木

15:009/7水
水

16:00
13:009/14 14:00

16:009/7 17:00
10:0010/5 11:00

水
水

10:009/9金
月

11:00
13:009/26 14:00

11:009/9 12:00
17:0010/4 18:00

金
火

13:009/9金
水

14:00
15:009/28 16:00

15:009/9 16:00
11:009/14 12:00

金
水

10:009/10土
土

10:45
11:009/10 11:45

13:009/12 14:00
10:009/22 11:00

月
木

15:009/12月
火

16:00
11:0010/4 12:00

17:009/12 18:00
18:009/22 19:00

月
木

18:009/12月 19:00
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日々進化するテクノロジーとそれを駆使するサービス業。「難しそうだけど、ちゃんと
監査できるかな？」そんな疑問に、「三菱電機」と「セコム」のチームがお答えします。
業界情報を掴むコツから失敗談まで、ざっくばらんに話します。将来のキャリアに
悩む方こそぜひ！

M&Aや事業再編・再生は、経営戦略の実現に不可欠の手段となりました。ディール
アドバイザリーは、財務・会計に加えて、M&Aなどのプロジェクトの流れ、企業の
戦略・ビジネス・組織など、幅広い専門性が身につく、会計士の成長に最高のフィー
ルドです。
あずさ監査法人のプロフェッショナルは、クライアントの経営戦略の遂行をどの
ようにサポートしているのか。体験談を踏まえながら、若手メンバーが具体的な業務を
ご紹介します！

監査におけるデジタル活用は、プラスアルファではなく前提になりつつあり、会計
士もデジタルのスキル・知識が必須になっています。監査のDXの現状と未来、今後
の会計士像について説明します。
デジタル監査開発拠点の「KPMGイグニション東京」のバーチャルオフィスツアー
もあります！

あずさ監査法人のコンサルティング事業部は、CFOの経営課題を解決することを
コア・ミッションとして、IFRS基準導入、経理業務改革、DX、PMI、経営管理高度化、
ガバナンス強化、不正会計対応に加え、IPO準備支援、海外進出支援、パブリック
セクター向けアドバイザリーなど、幅広いサービスを展開しています。監査部門か
ら異動して活躍するメンバーが、体験談を交えながら具体的な業務をご紹介しま
す。会計士ができることの広さを実感してください！

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！

ESGが企業の持続可能性（サステナビリティ）や企業価値向上に重要な影響を及
ぼす時代となりました。ESG関連の開示も拡大し、今後、会計士にもESGの深い
理解が必須となります。サステナビリティ・トランスフォーメーション（SX）事業部
は、ESGの視点を企業経営に実装する、エッジの効いたコンサルティングを展開し
ており、今最も注力している分野です。
なぜ会計士がこの仕事を選ぶのか、実際にどのようなサービスをしているのか、将
来どうなるのか、突っ込んだお話をいたします！

※東京ディズニーランド®、東京ディズニーシー ®は株式会社オリエンタルランドの登録商標です。
※無印良品、MUJIは株式会社良品計画の登録商標です。
※その他文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

私たちの生活につながりが深い保険会社。
「でも、保険会社の監査ってどうなっているの？」
損害保険と生命保険、それぞれの監査チームが、業種の監査の魅力や各チームの
雰囲気、業務内容をご紹介します！

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」の監査チームメンバーがテクノ
ロジー業界の監査の魅力をご紹介します！

あずさ金融では不動産会社も金融監査の対象です。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、さまざまな業種を含む“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！

あずさカレッジ
コンテンツ詳細

アドバイザリー
［分野］ アドバイザリーサービス紹介①

～ Deal Advisory～Digital ／ IT監査
［分野］ 「監査×デジタル」

～ ALLあずさで取り組む監査のDX～

アドバイザリー
［分野］ アドバイザリーサービス紹介②

～ CFO向けConsulting～IPO支援
［分野］ IPO監査の登竜門

ショートレビュー体験会

アドバイザリー
［分野］ アドバイザリーサービス紹介③

～ SX～保険
［監査チーム紹介：金融］ 監査チームに会いに行こう

～保険～

メタル（鉄鋼・非鉄金属）の監査は伝統的な監査！？　もちろん、会計の原点「原価
計算」や世界遺産の工場と触れ合う機会もありますが、メタルは日々進化しています。
カーボンニュートラル、EV…社会全体の変革の中心にある最先端テクノロジーは、
「未来メタル」が支えています！ 最先端と伝統がクロスオーバーする「未来メタル」
監査の魅力・やりがい・得られる経験を、ぜひ聞いてみてください。

最先端×伝統　日々進化する
「未来メタル」監査の世界

身近なようで実は知らないことも多い小売・消費財業界について、大手化粧品メー
カーの「資生堂」と百貨店業を軸にさまざまな事業を展開する「髙島屋」の監査チー
ムメンバーがチームの雰囲気、監査の魅力も含めお伝えします！

テクノロジー・サービス
［監査チーム紹介：Div2］ 近未来技術を支える監査を語る！

テクノロジー×サービス

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、それぞれの業種の監査の魅力や各チームの
雰囲気、業務内容について、ぜひあなた自身で確かめてください！

銀行・証券
［監査チーム紹介：金融］

鉄鋼・非鉄・金属
［監査チーム紹介：Div5］

小売・消費財
［監査チーム紹介：Div3］

監査チームに会いに行こう
～銀行・証券～

小売・消費財監査の魅力
～化粧品×百貨店～

テクノロジー
［監査チーム紹介：Div2］ IFRS基準×グローバル監査の最前線

～テクノロジー～
監査チームに会いに行こう
～不動産・総合金融～

あずさ監査法人のアドバイザリー統轄事業部で展開しているサービス（ディールア
ドバイザリー、コンサルティング、サステナビリティ・トランスフォーメーション）の
全体像とそれぞれの概要を事例を交えてご紹介します。
アドバイザリーサービス紹介①～③の「おさらい編」です。

アドバイザリー
［分野］ アドバイザリーサービス紹介④

～おさらい～

不動産・総合金融
［監査チーム紹介：金融］

16:009/14 17:00水 13:009/16金
木

14:00

16:009/16金 17:0015:009/16金 16:00

17:009/21水 18:0014:009/21水 15:00

14:009/22木 15:00

14:009/29 15:00

17:009/22木 18:00

14:309/26月 16:00 18:009/26月 19:00

16:009/28水 17:00

16:0010/4火 17:00

18:009/28水 19:00

11:0010/5水 12:30
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9/6 9/8 9/13 9/15

9/21 9/22 9/27 9/30

10/6 10/7 10/11 10/12

金融全般　　　　　銀行　　　　　証券　　　　　保険　　　　不動産　　　　  総合金融　　　  　 Digital/IT　　　　　 テレコム・メディア　　　　

総合商社　　　　　エンタメ・観光・レジャー　　　　   テクノロジー・サービス　　　　　　　　　　小売・消費財　　　　　運輸・物流　　　　ライフサイエンス　　　　　　　

化学・素材　　　　エネルギー　　　　 自動車　　　　　機械・重工業　　　　   アドバイザリー

さまざまなテーマで個別相談会を開催いたします。
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

ぜひご活用ください。

※日毎に申込みできる回数が異なります。

火 木

なんでも相談会

10:00--10:30

11:00--11:30

13:00--13:30

14:00--14:30

15:00--15:30

16:00--16:30

10:00--10:30

11:00--11:30

13:00--13:30

14:00--14:30

15:00--15:30

16:00--16:30

10:00--10:30

11:00--11:30

13:00--13:30

14:00--14:30

15:00--15:30

16:00--16:30

金融　　　　グローバル　　　　監査一般　　　　パブリックセクター（PS）　　　  Digital/ IT　　     IPO支援　　　　アドバイザリー分 野

セクター

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！

火

ベテラン職員編
マネジャー以上の職員と話すチャ
ンス！　経験豊富な職員から普段
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？

木

若手職員編
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！

水 木

海外経験のある職員編
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1:1で一緒
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？

火

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！

金

なんでも相談会
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！

木 金

キャリア相談会 ベテラン職員編 （セクター別）

若手職員編（分野別）

（セクター別）（分野別）若手職員編（分野別）

（セクター別）（分野別）

キャリア相談会（分野別）

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1:1で一緒
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？

マネジャー以上の職員と話すチャ
ンス！　経験豊富な職員から普段
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？

火

海外経験のある職員編
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？

水

若手職員編
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！

各枠毎におひとり
1回のお申込み

各枠毎におひとり
1回のお申込み

各枠毎におひとり
1回のお申込み

※懇談について：指定がない場合は職員 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。

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。

個別相談会
スケジュール

ご都合の良い時間帯を1つ
選択してお申込みください。
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