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 ESSEC Business School Summer Module Programへの参加は最高の思い出

になりました。私にとっては初めての留学だったので言葉の壁や文化のち

がいなどで最初は苦労しました。ただ、このプログラムでは様々な国の優

秀なMBAの学生が参加するので、文化の異なった様々な方々と交流でき、日

本では絶対に体感できないことを経験することができました。特に... 

・ 他の学生の方は一度社会で働いてからMBAに通っているので、社会で働

いた経験のない私にとってはとても有意義なお話などを聞くことができ

た。 

・ 日本の授業形式とは異なり、学生が積極的に教授方に質問し、グルー

プワークなど人と接する機会が多かったので良い経験になった。 

・ 少人数制そして同じメンバーでプログラムは3週間行われるので、全員

と親しくなれた。 

・ プログラムの中にレクリエーションが組み込まれているので、これを

通じフランスの文化に触れあえ、良い経験ができた。 

 このフランスでの留学は将来自分の財産となる貴重な経験ができるので

このプログラムに参加することを絶対に勧めます。是非、１年生の方は来

年このプログラムに挑戦してください！ 

7/7（水）学生・教職員懇親会 

※ 各種イベントの詳細、参加方法につきましては、Waseda-netポータルや掲示で案内しています。定期的に

確認をするようにしてください。 

  
夏合宿にお申込された皆さんへ 

 

お申込ありがとうございました。 

6日（月）の工場見学の場所は、花王株

式会社 川崎工場に決定いたしまし

た。今後、メールにて、当日の詳細や参加手続につ

いて連絡する予定です。 

 

締切厳守での手続に、ご協力よろしくお願いいたし

ます。 

9/5（日）̶9/6 （月） 夏合宿 

★会計研究科ではESSEC Business Schoolの他、ハワイ大学と箇所間協定を締結しており、在学中に海外留学
の機会があります。現在、2011年夏学期の三澤本庄奨学金付きハワイ大学短期留学の希望者を募集中ですの
で、詳細はNetポータルや掲示を確認してください。 

 毎学期恒例の昼食懇親会を開催しま

した。七夕の日ということで、短冊も

用意され、様々な思いが会場に貼り出

されました。「会計士合格」は勿論、

中には「単位取得」、「奨学金返済免

除」といった切実？な願い事も見受けられました。

出席者数は前回よりも増え、１００名近くとなりま

した。 

 今後も皆さん誘い合わせてご参加ください。日頃

あまり話すことのできない先輩、後輩、先生方との

コミュニケーションのチャンスです！ 
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◆採用したい人材について 

採用したい人物像は、法人によって異なりますが、「コミュニケーション能力・プレ

ゼンテーション能力を有する人材」は、どの法人でも必要としています。また、理論

と実務が備わっている大学院生は貴重な人材であるというお話もありました。 

◆採用人数について 

どの法人でも、昨年よりさらに採用者数を縮小させる予定とのことでした。就職活動

対策をしっかりと行いましょう！ 

◆就職活動について 

論文式試験直後から、説明会・選考会が始まります。一部の法人では、既に説明会参

加希望者を募集しています。各法人のホームページで採用情報が公開されていますの

で、それを確認し、就職活動に乗り遅れないようにしましょう。 

◆参加法人 

有限責任あずさ監査法人 

あらた監査法人 

新日本有限責任監査法人 

清和監査法人 

有限責任監査法人トーマツ 

優成監査法人 

１．監査法人ジョブフェア（6/2、6/9） 

２．就職活動セミナー（6/30） 

テーマ：監査法人の求める人材 ～エントリーシートの書き方～      講 師：冨山 恭道 氏 

エントリーシートの書き方 

監査法人の採用方針 

 ◆読む気を起こさせるエントリーシートを！（基本）    

 皆と同じ内容のエントリーシートを書くのではなく、人物

が見えてくる、個性あるエントリーシートを書くこと。何百

枚も読む立場に立って「長いセンテンス・ダラダラ文章」を

避け、視覚的に読みやすいエントリーシートを書くこと。 

◆自己アピール方法 

目に見えるものの価値（計数化できるもの、目視できるも

の）は、エントリーシートに書きやすい。例えば、ＴＯＥＩ

Ｃや米国ＣＰＡ（資格保持の他にも、「受験経験がある」、

「受験準備をしている」で前向きさをアピール）、海外の大

学への留学など。また、「早稲田大学大学院会計研究科」も

アピール材料にすることができる。 

◆エントリーシートがダメな本当の理由とは？  

「書き方の問題？」それとも「自分の価値（実力・魅力）

がわからない？」自分で自分の価値を把握していない場合、

「自分を見つめていない・客体の勉強ばかり・主体である自

分を客観的かつ深く見つめていない」のでは？ 

自分で認識した自分の価値以上のことは、エントリーシー

トに表現できない。この機会に、自分の価値（実力）を探し

出す努力を！ 

・自分の本当の良さは何ですか。 

・その良さは、本当に人に誇れるほどの「良さ」ですか。 

・それをエントリーシートで表現できていますか。 

 

⇒自分を監査出来ない人間が他の会社の監査ができるの？ 

⇒自分をコンサルティングできなくて、他の会社のコンサル

ティングができるの？ 

監査法人の求める人材 
 

 皆さんが考えている「監査法人の求める人材」と、

監査法人が考えている「監査法人の求める人材」に大

きな乖離がある。学生が考えている監査法人の求める

人材は、「ＩＦＲＳの知識、英語力、財務会計・管理

会計・監査論に対する知識、幅広い知識・経験」を有

していること。 

 監査法人が求めている人材は、「人間性（挨拶・日

本語・身だしなみ・表情）、社会人としての適応性

（特に組織順応性）、将来成長余力、肉体的・精神的

なタフネスさ（へこたれない人）、一つのことを深く

やってきた人間、面白そうな人・可愛げのある人、事

務所に貢献してくれる人、自分の意見を持っている

人」など。 

⇒ＩＦＲＳ・監査論等の知識をあげた人事担当者は皆

無 
 
面接対策 
 

◆面接では、何を見られているのか？ 

クライアントに連れて行って大丈夫か。チームの皆

とうまくやれるか。 
◆面接時などに、こちらからの質問を用意している

か？ 

 

⇒質問は必ずしろ！質問をとおして「自分の熱意、監

査法人に対する貢献、自分の長所、自分の実力」をア

ピールすること。 



 
西村 啓志 

 

メーカー内定 
 

 

就活と会計士試験勉強の両立 

 

１）財務会計＆会計士受験に関して 

・ 大学３年生の頃より財務会計のゼミで研究 

・ 専門：資産除去債務の会計基準 

・ テーマ研究で会計研究を続け、学内で財務会計の

勉強会も主催 

・ ゼミが始まってから会計士の勉強を始める 

・ ３回目の挑戦の２００９年１２月第Ⅰ回短答式試

験にようやく合格 

・ 今年の論文式を目指して日々勉強中 

 

２）就職活動 

就職対象企業 

・ 希望業種：メーカー 

⇒絞った理由：社員を大切に育ててくれるから 

・ 希望職種：経理・財務 

 ⇒自分の知識を活かせるから 

・ 規模等 ：東証１部上場企業 

 ⇒社会に対する影響の大きさを重視したため 

 

 

企業選択の軸 

① 仕事のやりがい ② 専門知識を活かせる   

③ 社風・社員の人柄 ④ 規模 

 

就活を通してわかったこと 

①意外と試験（web試験含む）でかなり落とされる 

②経理はねらい目 

③リクナビ等は必須ではない 

④会計士試験勉強を続けるのであれば、ある程度受け

る企業の業種を絞る必要がある 

 

３）就活スケジュール 

自分が何を目標にするかで手段が違ってくる。就職活

動を優先するのか、公認会計士試験の勉強を優先する

のか、十分に考え、計画的に活動する必要がある。 

 

 

  

 

高橋 博文 

 

コンサルティング内定 
 

就職活動をする皆さんに伝えたい事 
 

１）就職活動の軸を持つ 

 
 
 

 
 
 

２）今から動き出す 
 
⇒就職活動する他の学生より情報面で圧倒的優位に   

立つ 
・ES、面接、GDに慣れる 
・早期からの自己分析で自分の将来を深く考える 
・人脈の構築 

 

 
３）新卒の価値を再考する 
前提として、日本は新卒至上主義の社会。 
会計士試験と就職活動に対し、少しでも迷いがあるな
ら、「今やらなければいけないことは何か？」 
もう一度、自分に問いただしてほしい。 

11月 12月 1月 2月 3月 4月上旬
（4/1~4/7）

リクナビ登録、就活の基本的な情報収集など
（全く就活が忙しくない）
∴０％

セミナー
（少々忙しい）
∴1０％

セミナー・インター
ン・ES作成
（忙しい）
∴8０％

セミナー・面接・OB訪問・
ES作成
（忙しい）
∴8０％

面接
（忙しい）
∴7０％

春期休業期間試験期間
会計士試験

冬期休業期間

11月 12月 1月 2月 3月 4月上旬
（4/1~4/7）

リクナビ登録、就活の基本的な情報収集など
（全く就活が忙しくない）
∴０％

セミナー
（少々忙しい）
∴1０％

セミナー・インター
ン・ES作成
（忙しい）
∴8０％

セミナー・面接・OB訪問・
ES作成
（忙しい）
∴8０％

面接
（忙しい）
∴7０％

春期休業期間試験期間
会計士試験

冬期休業期間

成長 

・給与の提示額が一般的な新卒より高いか 

・大学院で学んだ専門知識が活かせるか 

・早期に自己成長できる環境があるか 

・業務内容がルーティンワークではないか 

・海外業務があるか 

・資格取得や留学制度などに対する支援が積極的か 

・従業員の能力が高そうか 

・志望学生の質が高そうか 

＋

直感（フィーリング） 

就活スケジュール 

３．就職活動報告会（6/16） 

就活タイムライン 

大学院

就職活動

TOEIC
筆記対策

筆記対策
面接対策

TOEIC

２４
単位

２１
単位

就職活動を終えた学生・修了生が、これから就職活動を始める方たちに向けて

 

牧野 元美 

 

証券会社内定 

 
どうしたらいいか迷った時は・・・ 

Choose → Decide → Be Open 

（選択）  （決断）     （オープンでいる）  

 

内定までの道のり 

「生涯を通して経済的にも精神的にも自立・自律した

人間になりたい」 

 

Make Your CHOICE 

・子供を産んでも続けられる仕事環境 

・英語が日常的に使える環境 

・グローバルビジネス、資格が取れる・活かせる 

・世界経済の動きがダイレクトに感じられる 

・収入 

 

公認会計士VS就職活動？ 

合格できるまでの期間、会計士試験制度・会計基準の

変更、公認会計士の人数、早く自立したい！ 

→ 新卒で就職できるのは今だけ！ 

 

Make Your DECISION 

外資系金融？ USCPAの勉強に切り替える 

 

 

 

 

 

 

外資系金融への就職を目指す方へ 

ESで見られていること： 

・具体的に「どんな仕事か」が見えているか 

・憧れや想像でエントリーシートを書いていないか 

・自分の能力・特技・経験が仕事に結びついているか 

面接で見られていること： 

・上記の点を実際に確認される 

・今までの自分のしてきたことに一貫性があるか 

・どんな人間か、雰囲気が会社と合うか 

 

英語能力について： 

喋れれば絶対武器になる、でも絶対条件ではない 

・英語の使用頻度などは部門によってまちまち 

・グローバル企業なだけに、英語は共通語 

・英検・TOEFL、TOEICなど高得点が取れていれば◎ 

・ただ、点数よりも英語でコミュニケーションを取ろ

うとする意思があるか！が何より重要！ 

→英語が喋れると、色々な人とコミュニケーションを

取ることができ、視野も広がります！ 

 

 

岡 大輔 

 

監査法人勤務 

 

 
就職活動について 

 

１）09年の就職を振り返って・・・ 

アカウンティングスクールの認知度は08年に比べアッ

プ！ 

⇒けど...まだ認知度が低いと感じたのが率直な感想。 

「アカウンティングスクールの存在は知っているけ

ど、何するところ？」って人が多いのが現状です。 

 

２）「受験生が監査法人を選ぶ就活」から「監査法人

が受験生を選ぶ就活へ」 

⇒当たり前のことかもしれませんが、今までの会計士

業界の就活とは状況が一変していることを認識して下

さい。 

 

３）選考方法にグループ・ディスカッションや小論文

が追加。 

⇒09年ベースであれば内容は難しくないので、特に対

策する必要はないと思います。 

 

 

「就活心得」 

・友達と一緒に申込むな！ 

・就活は倍率ではない、納得のいく対応はもちろん、

その法人との相性も大きく左右する。 

・事前準備を入念にすべき 

・悩まず就活組に手伝ってもらうべき 

・ESの作り込みを死ぬ気でやる 

就活体験談をお話しました。ここでは内容を一部抜粋し、紹介します。 

その時ダメでも、

ポジティブに今で

きることをしなが

ら前に進め！ 

Be Open to other POSSIBILITIES  

出遅れないこと！！！！ 

情報収集！！！ 危機感！！ 

中小法人も視野に！ 

最後に・・・ 

この試験はやめるも続けるも勇気がいります。 

皆さんは最難関の資格試験に立ち向かっているんです。 

そのことに誇りを持って勉強を続けて下さい。 

試験に落ちることは決して恥ずかしいことではないので、 

何回か失敗しても決してめげないで下さい。 

真剣に向き合えば必ず合格できます。 

就活もしっかり準備をすれば内定を獲得できます。 

頑張って下さい！！ 

就活スケジュール 


