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My name is Jinwei 
Tang. I am from 
Guangdong, China. 

I spent my first two years 
at Sun Yat-Sen University, 
and I came to UVic for 3rd 
and 4th year. I am CPA 
Candidate, passed CFA Level 
III. Currently, I am working
at KPMG Vancouver as a staff
accountant.

私の名前はJinwei Tangです。中国
の広東省出身です。私は最初の二
年間を中山大学で過ごし、3・4年
次にビクトリア大学に来ました。
私は公認会計士候補者で、CFAレ
ベルⅢに合格しました。現在は
KPMGバンクーバーにて会計士ス
タッフとして勤務しています。



1. How did you decide to come to
UVic? What were the biggest
differences between the university
experience in China and Canada?

My original plan was to get more expo-
sure to English environment, and that’s it. 
Back at the time when I need to decide 
which “2+2” degree university to choose, 
I only have 3 options. Two was in UK and 
only UVic in Canada. As I prefer North 
America, I chose UVic.

The biggest differences is language and 
Co-op term. I need to use English every-
day here for sure. I need to do 3 Co-op 
term at Gustavson, which is not manda-
tory at Sun Yat-sen.

１．ビクトリア大学に来ることをどのよう
に決めましたか？中国とカナダでの大学経
験において一番大きな違いは何ですか？

もっと英語の環境に身を置きたかったこと
が理由です。デュアルデグリーの留学先の
大学を選ぶ際に、私には三つの選択肢があ
りました。二つはイギリスの大学、そして
もう一つはビクトリア大学でした。北アメ
リカが良かったのでビクトリア大学を選び
ました。

一番大きな違いは言語とCo-opです。当た
り前ですがここでは毎日英語を使う必要が
あります。またガスタフソンでは三つの
Co-opをする必要がありますが、中山大学
では必須ではありません。

2. You did three of your co-op terms in
Canada; how was that? What challenges
did you face at that time? How did you
overcome them?

They are great as they gave me work 
experience, and of course, salary. 
English should be the biggest challenge. 
But I got imporved  by practicing more, 
and hanging out with your colleagues 
after work! 

２．あなたは三つのCo-opをカナダでしまし
たが、どうでしたか？どんな困難にぶつかり
ましたか？それらをどのように乗り越えまし
たか？

就労経験を与えてくれ、お給料までもらうこ
とができ最高でした。英語は大きなチャレン
ジでした。しかし練習を重ね、仕事後に同僚
と一緒に過ごすことによって向上することが
できました。



３．どのようにしてKPMGで会計士になりましたか？オフィスでの一日はどんなもので
すか？

カナダにきて三か月が経った後、アルバイトを見つけることは後にCo-opを探す際に有
利だと気付きました。H&R Blockからオファーをもらい、彼らの税務コースを取りまし
た。この仕事によって、小規模な現地会計事務所での二つ目のCo-opを見つけることが
できました。さらに会計に身をさらすことによって、会計に関係する別の仕事をFICOM
で見つけることができ、そこでKPMGとの面接のチャンスを得ました。一貫した職歴を
持つことが重要です。

私は普段オフィスで勤務していません。監査グループの一員であるため、顧客のオフィ
スに行かなければならないからです。基本的に、朝顧客先のオフィスへ出向し、パソコ
ン、ネットワークなどすべてを準備します。もし何かわからないことがあれば顧客に直
接質問します。繁忙期の勤務時間は長いですが、夏は落ち着いています。

3. How did you become a professional accountant at KPMG? What is a typical
day in the office like for you?

Three months after coming to Canada, I realized that finding a part-time job is ben-
eficial for finding a co-op later. H&R Block gave me an offer, and I took the tax cours-
es with them. This job gave me the opportunity to find my second co-op – a small 
local accounting firm. With more accounting exposure, I found another accounting 
related job at FICOM, and from there I got an interview from KPMG. In all, having the 
relevant working experience is important.

I don’t typically work in the office. As I am in the group of audit, which means that I 
have to go to clients’ office. Basically, we will arrive there in the morning, get laptops, 
network and everything set up. I would go straight to ask the client about questions 
if I don’t understand something. The work hour would be long during busy season, 
but it is okay in the summer. 



国際ビジネスを
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カスタマーサービス

のCo-op

H&R Blockで税金
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BC Financial Institutions 
Commissionで ジュニア
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4. What specific skills do you think they were considering when they hired you?

-Accounting related working experience
-Strong attention to detail / hardworking, that’s something might not
be related to grades
-Strong time management skills will be needed during the busy season

-Networking, asking for coffee chat
-Just apply for jobs, as many as possible. Don’t
slack.
-Target at jobs you are interested in or most
confident in.

5. What are your top three tips for recent
Dual Degree graduates who are looking to
land their first job?
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KPMGバンクーバー支社
で会計士補として勤務

卒業後

４．会社があなたを雇った際に、どんな特定のスキルを考えていたと思いますか？

• 会計に関する職歴
• 細部への高い注意力/勤勉さ、これは成績に関係しないものかもしれません
• 高いタイムマネジメント能力―繁忙期に重要です

５．最近卒業し、初めて仕事に就こうとしている
デュアルデグリーの学生への三つのアドバイスは何
ですか？

• ネットワーク―お茶に誘うこと
• できる限り多くの仕事に応募し、停滞しないこと
• 自分が興味のある、または自信がある仕事に絞る

こと

Dockside Giftsで
カスタマーサービス

のCo-op




