
NGUYEN THE TIEN
(Shin Nguyen)

EDUCATION

Marketing intern

Languages

Interests

A creative and passionate undergraduate
interested in Visuals and Marketing

2019 - Present
Foreign Trade University (FTU)
Japanese-style International Business - JIB

2016 - 2019
Foreign Language Specialised School (High school)
Specialised English

EXPERIENCE

SKILLS

September 2020 - Present
Vietnam-Japan Institute for Human Resources Development (VJCC)
Part-time Graphic Designer and Copywriter of Business Course department

Market Analysis
Winner of Business Plan I competition for a brand new business idea (2020)

Leadership and Management
Administrator of the Japanese Club fanpage with approximately 14,500 followers

Graphic Design and Video Editing
Please refer to my Portfolio on Behance

Basic Office

July 2020 - Present
Japanese Club in Foreign Trade University (JPC)
Head of Information and Communications department

July 2020 - May 2021
Kosei Japanese Centre
Part-time Graphic Designer and Video Editor

November 2017 - January 2018
Global Interest Community (GIC)
Motion Graphic Designer of Media department

Word Excel PowerPoint
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31 December, 2001

tiennguyen3112@gmail.com

Vietnamese (native)

English (IELTS 7.0 - 2020)

Japanese (JLPT N3 - 2020)

(+84) 975ｰ96ｰ3020

Hanoi, Vietnam

linkedin.com/in/shinnguyen3112

behance.net/shinnguyen3112
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https://www.behance.net/shinnguyen3112

https://www.behance.net/shinnguyen3112

https://www.linkedin.com/in/shinnguyen3112/



NGUYEN THE TIEN
(Shin Nguyen)

COVER LETTER

Marketing intern

A creative and passionate undergraduate
interested in Visuals and Marketing

I believe I meet the required criteria for this opportunity.
As is stated in my CV, I am currently studying Japanese-style International 
Business in my university, Foreign Trade University of Hanoi. Also, I had 
part-time jobs for institutions related directly to Japan. Therefore, it is 
arguable that I have quite an understanding about the Japanese working 
culture.
I have been doing graphic design professionally and was able to learn the 
process of proper digital marketing from my seniors. At the same time, I am 
the Head of Information and Communications department in my school's 
Japanese Club. Thus, I can apply what I learn from my job to my club, to my 
department and learn more in practice myself.
As can be seen down the skills section, I and my group won the first place in 
the Business Plan I competition for a brand new business idea. It was a 
competition within our VBiz I programme. I dedicated mostly in the Marketing 
section, and I was also one of the presentors. Eversince this event, I have 
been greatly motivated to pursue the Marketing field.
This would be a perfect opportunity for me to make a further step developing 
myself, take advantage of my existing ability to dedicate to your company 
and learn more professional knowledge and experience.

linkedin.com/in/shinnguyen3112behance.net/shinnguyen3112https://www.behance.net/shinnguyen3112 https://www.linkedin.com/in/shinnguyen3112/

2



NGUYEN THE TIEN
(Shin Nguyen)

学歴

マーケティングインターン

言語

趣味

ビジュアルとマーケティングに興味のある
創造力一杯で情熱的な二回生

2019 年 - 現在
貿易大学 (FTU)
日本式国際ビジネス (JIB)

2016 年‐2019 年
外国語専門学校 ( 高校 )
専門英語

経験

得意科目

2020 年 9 月 - 現在
ベトナム日本人材開発インスティテュート (VJCC)
ビジネスコース部のパートタイムのグラフィックデザイナー兼コピーライター

市場分析
ビジネスプラン 1コンペで優勝（2020 年） 

リーダーシップとマネジメント
約 14,500 人のフォロワーを持つ日本人会ファンページの管理者

グラフィックデザインとビデオ編集
Behance に於ける私のポートフォリオを
参照してください。

ベーシックオフィス

2020 年 7 月 - 現在
貿易大学青年団日本語クラブ (JPC)
情報部の部長

2020 年 7月 - 2021 年 5 月
Kosei 日本語のセンター
パートタイムのグラフィックデザイナー兼ビデオエディター

2017 年 11 月 - 2018 年 1 月
グローバル ・ インタレスト ・ コミュニティ (GIC)
メディア部モーショングラフィックデザイナー

Word Excel PowerPoint

���� �� ���� ����

2001 年 12 月 31 日

tiennguyen3112@gmail.com

ベトナム語 (母語 )

英語 (IELTS 7.0 - 2020)

日本語 (JLPT N3 - 2020)

(+84) 975ｰ96ｰ3020

ハノイ、ベトナム

linkedin.com/in/shinnguyen3112

behance.net/shinnguyen3112
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NGUYEN THE TIEN
(Shin Nguyen)

カバーレター
この機会に必要な基準を満たしていると思います。
履歴書にあるように、 私は現在、 ハノイ貿易大学で日本式の国際ビジネス
を学んでいます。 また、 日本に直結する機関でアルバイトをしていました。 し
たがって、 私は日本の労働文化についてかなり理解していると言えます。
私はグラフィックデザインとして活躍していて、 実戦のデジタルマーケティング
のプロセスを先輩から学ぶことができました。 同時に、 私は学校の日本語ク
ラブの情報通信部の部長として活躍しています。 したがって、 自分の仕事で
学んだことを自分のクラブや部に適用し、 実際に自分自身でさらに学ぶことが
できます。
スキル セクションにあるように、 私と私のグループは、 まったく新しいビジネス ア
イデアのビジネス プランⅠコンペで 1 位を獲得しました。 これは、 VBiz I 
プログラム内のコンテストでした。 私は主にマーケティング セクションに専念し、
プレゼンターの中の 1 人として参加しました。 このイベントをきっかけに、 マー
ケティング分野を志す強い動機になりました。
これは、 私が自分自身をさらに成長させ、 貴社に専念するため既存の能力
を活用し、 より専門的な知識と経験を学ぶ絶好の機会です。

linkedin.com/in/shinnguyen3112behance.net/shinnguyen3112https://www.behance.net/shinnguyen3112 https://www.linkedin.com/in/shinnguyen3112/
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マーケティングインターン

ビジュアルとマーケティングに興味のある
創造力一杯で情熱的な二回生


