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“ギャップを埋めるベストな方法は、さらに挑戦し、さらに経験を積み、
さらに話し合っていくことです”

M y name is Yang He. I
am a 2+2 dual degree 

graduate from University of 
Victoria and East China 
Normal University with major 
in accounting. I am currently 
working at Grant Thornton 
LLP (Vancouver office) in a 
group mainly serving private 
enterprises. 

私の名前はYang Heです。ビクト
リア大学と華東師範大学のデュ
アルデグリープログラム会計学
専攻の卒業生です。現在はGrant
Thornton LLP（バンクーバー支
社）で民間企業を担当していま
す。
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バンクーバー美術館にて

Why did you want to study abroad and 
how you decided to come to UVIC?

I always wanted to have a master’s degree 
abroad not only for degree purposes, but also 
to experience different culture, master 
another language and gain different 
perspectives to look at things. When this 2+2 
opportunity coming up, I discussed with my 
parents and consulted my cousin who was 
working in US and finally decided to take this 
chance to move my pre-planned agenda up 
two years.

なぜ留学をしたいと思いましたか？どのよう
にビクトリア大学へ来ることを決めました
か？

海外で修士号取得をずっと目指していまし
た。学位を取ることだけが目的ではなく、異
なる文化を経験し、新しい言語を修得し、
様々な視点を得たいと思っていました。デュ
アルデグリープログラムを知った時、私は両
親とアメリカで働いているいとこに相談し、
最終的に二年間で自分の計画を実現するチャ
ンスをつかむことにしました。

GT “GIRLS PICTURE” @ 乗馬レースイベント

In business classes, we often talk about 
how to best deal with cultural differences 
and how to integrate people with 
international backgrounds into cohesive 
teams. During the BCom program, did 
you find that you sometimes had to 
“bridge the gap” between cultures? If so, 
do you have any examples of this?

In my experience, it is usually the life experience 
that makes the difference. When one party is 
unfamiliar with the topic, there will be a gap 
between the conversation in terms of 
understanding each other. The best way to 
bridge the gap is to try more, experience more 
and talk more. 

ビジネスの授業で、私たちは異なる文化にど
う対応し、国際的背景を持つ人々をどのよう
に団結したチームにまとめられるかよく話し
合います。学士号課程の間、文化の“ギャップ
を埋める”必要を感じましたか？もしそうだっ
た場合、例を教えてください。

私の経験では、違いを生むことは人生経験で
す。もし一方がトピックについてよく知らな
い場合、お互いを理解する上で会話にギャッ
プが生まれてきます。そのギャップを埋める
最良の方法は、さらに挑戦し、さらに経験
し、さらに話し合っていくことです。
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公認会計士のイベントにて

Can you describe your co-op experience, what 
is the biggest challenge you faced during the 
co-op term and what is the most important 
take away you learned from it? And what 
advice would you give to a younger BCom dual 
degree student preparing for their co-op term?

The related co-op I had with my current job is my 
second and third co-op when I had seven -month 
full-time work experience in a small-size 
accounting firm in Vancouver. To me, the biggest 
challenge during work is how to have 
conversation with clients in English confidently. 
Eventually my way to address this was to practice 
before I give the call, ask collogues for advice and 
of course, having the strong support from my 
lovely co-workers and supervisors. As for how to 
prepare for the co-op term, my suggestion in 
general would be to use your time wisely and be 
proactive. Work hard, play hard.  More 
importantly, always believe in yourself.

Co-opの経験について教えてください。Co-op学
期でぶつかった最大の困難はなんですか？学ん
だ中で一番重要なことはなんですか？Co-op学期
に向けて準備しているデュアルデグリーの学生
へのアドバイスはなんですか？

今の仕事に関係するCo-opは、二回目と三回目に
あたるバンクーバーの小規模な会計事務所での7
か月にわたるフルタイムのCo-opです。私にとっ
て仕事での最大のチャレンジは、顧客とどれだ
け自信をもって英語で会話ができるかでした。
これを乗り越えるために、電話をかける前に練
習し、同僚にアドバイスを求め、素晴らしい同
僚と上司から大きな支援をいただきました。Co-
op学期に向けた準備としては、私のアドバイス
は時間を有効に使い、積極的であることです。
全力で学び、全力で遊んでください。さらに重
要なことは、常に自分を信じることです。

How you become a professional 
accountant after graduate? Does the 
co-op experience benefit you to get 
this job offer? 

Everything seems to be in order 
becoming a professional accountant with 
me having an accounting major and two 
co-op terms in public practice accounting 
industry. The co-op definitely helped me 
land the job with experience in this 
industry and relatively deeper 
understanding at an early career stage. 

卒業後、どのようにプロの会計士になり
ましたか？Co-opの経験は現在の仕事のオ
ファーをもらうためにプラスになりまし
たか？

会計学専攻で、監査業務の会計業界での
二つのCo-opを経験した私にとって、プロ
の会計士になることは順調だったと思い
ます。Co-opのおかげでこの業界の経験を
積み、キャリアの早い段階で深く理解す
ることができ、この仕事に就く大きな助
けとなりました。



What is a typical day in the office like for you? And what do you like best 
about your job?

Typically, I go to the office around 9am, sort out the file I will work on for the day and then 

quickly get into the work status. Around 1pm, I usually have my lunch break. Sometimes, our 

group out for lunch together. During the day, there are usually meetings scheduled for 

different purposes (training, planning etc.) I really enjoy the exposure to different industries, 

fast-paced work environment and the learning curve I have at work.

あなたのオフィスでの典型的な一日はどんなものですか？仕事で一番好きなこと
は何ですか？
大抵は9時ごろオフィスに出勤し、その日に処理するファイルを仕分けし、素早く
仕事に取り掛かります。1時ごろ、ランチ休憩を取ります。時々私たちのグループ
は外でランチを食べたりします。一日のうち、異なる目的（研修、プランニング
など）のための会議があります。様々な業界との出会い、ペースの早い職場環
境、物事を学ぶことを楽しんでいます。

What was the most beneficial thing you learned and experience you had 
while in Business School? How do you use this in your current role?

ビジネススクールで学んだ最も有益なことと
経験は何ですか？現在の仕事でそれらをどの
ように生かしていますか？

最も有益なこと、それは様々な背景を持つ人々と
交流した経験です。好奇心を持ち、勤勉であり、
面白い人でいること、この三つがビジネススクー
ルで学んだことであり、どんな仕事においても一
番大事なことであると私は思います。

親友とGoogle訪問

The most beneficial thing would be the 
experience interacting with people from 
different background. Be curious, be 
hardworking and be interesting are the three 
things I learned from business school and still 
the best status at every role in my opinion



“Be curious, 
be hardworking 

and 
be interesting !”

What are your top three tips for 
recent dual degree grads looking to 
land their first job?

1. Be proactive. No matter what you
want, action is always the best
solution.

2. Use the time wisely and efficiently.
Time is limited and use it on the things
that you want to spend on most.

3. Be confident in yourself.

ニューヨークでオペラ座の怪人を鑑賞

最近デュアルデグリーを卒業し、初め
て仕事に就こうとしている学生におく
る三つのアドバイスは何ですか？

１．積極的であること。どんなことを目指
　　すにあたっても、行動を起こすことが
　　一番の解決策です。
２．時間を賢く有効に使うこと。時間は限
　　られており、自分が一番使いたいと思
　　うものに、使っていってください。
３．自分に自信を持つこと。

“好奇心を持ち
勤勉であり
そして

面白い人でいること！”




