
 

 

 

TRAN THI             

NHU NGOC 
 Marketing Internship 

OBJECTIVE 

Take advantage of knowledge learned in university and understanding of 

change to become a professional online Internship Staff and bring a lot of 

value to Customers. From that, I will contribute to the development of the 

Company. 

PROFILE 

    December 17, 1998 

      Female 

     Three adjectives that describe 

me Diligent/Loyal/Reliable. I am 

always the first person that my friends 

call because they know I am always 

there for them. Night or day, I make 

sure to take care of the people in my 

life. I put the same effort into making 

sure my work is done correctly, and I 

am always available to help my team 

members.  

 

CONTACT 

PHONE: 

+84977476840 

 

WEBSITE: 

FB: Trần Như Ngọc | Facebook 

Skype: Như Ngọc Trần 

 

EMAIL: 

Nhungoc. jpnvn@gmail.com 

HOBBIES 

Reading Book 

Online Game 

Listen to music 

Coffee and Tea 

 

EDUCATION 

University of Languages and International Studies – Vietnam National 

University, Hanoi 

AUG 2017 – JUN 2021 

Major: Economic Japanese 

Certificate: VSTEP B2 (an English's Certification in Vietnam) 

WORK EXPERIENCE 

Highland Coffee Shop - Cashier 

JUN 2019 – OCT 2019 

- Received orders from customers at shop and online. Sold products of 

the shop such as: Coffee, thermos bottles, ... 

- Set up, made tea, coffee and freeze’s drinks 

* Learning Point:  

- Recipes for tea and coffee, knowledge of coffee 

- How to talk to customers to buy products targeted by the shop, handle 

customer complaints with empathy and composure.  

NMS Company - Data entry staff 

AUG 2020 – SEP 2020 

- Verified and corrected data for the project software. 

English Teacher Online - Teacher 

DEC 2020 – Now 
- Teach English to primary school students 

* Learning point:  

- How to become a mentor, a confidant and a friend of a student,  

- Interact with students at all stages of development and from all walks of life.  

ACTIVITIES 

 Guitar Club - AUG 2019 – Now – Member (guitarist & Singer) 

 Blood Donation 2017, 2018, 2019 

* Learning point: Voluntary work provides adolescents many precious 

opportunities to develop social skills, foster independence and form 

the ability to deal with difficulties in different situations. Such life skills 

can be gained through this activity as teamwork, problem-solving, 

time-management. 

SKILL 
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Teamwork

Flexibility

Computer skills

Japanese

English

https://www.facebook.com/pekhoaj.tay.10/


 

Trần Thị Như Ngọc 
チャン・ティー・ニュー・ゴック 

 
 

 
学歴 

16 Co Nhue, Bac Tu Liem, Ha Noi 

nhungoc.jpnvn@gmail.com 

+84977476840 

 
 
 
 

志望の動機 

  

 

2017 年 08 月  

 

2020 年 06 月 
 
 

職歴 

 2019 年 06 月  

 

 2019 年 10 月 
 
 
 

 
 
 

 2020 年 08 月  

 

 2019 年 11 月 

 
 

 2020 年 11 月  

 

現在 
 
 

 
 
 
 

社会活動 
 

  2019 年 8 月  

 

現在 

 

免許・資格 

ハノイ国家大学外国語大学 

経済日本語
学部
GPA:2.6/4 

 
 
 

 
HIGHLAND COFFEE SHOP 

キャッシャー 

- 注文を引き継ぎ、お茶とコーヒーを作り、セットアップし

た。 

* この仕事から学んだこと：お茶とコーヒーのレシピ、コーヒ

ーの知識、お店のターゲット商品を購入するために顧客と話

す方法、共感と落ち着きを持って顧客の苦情に対処した 

NMS 会社 

データ入力者 

プロジェクトソフトウェアのデータを確認して修正した。 

オンライ英語先生 

先生 

- 英語を教える。 

* 教師として、私は単なる教育者ではありない。なぜなら、

私はメンターでもあり、生徒たちとの親友でもあるからだ。 

教師は、発達のすべての段階で、すべての人生の歩みから、

生徒と交流する機会が増える。 基本的に、教師になること

で、次世代の形成に参加することができる。 
 

                                    

 

ギタークラブ-メンバー（ギタリスト＆シングル） 

献血 2017、2018、2019 

 

 

大学時代から日本語を使ってで
きる仕事に興味を持っていまし
た。日本人顧客と仕事をしてい
くうちに、日本文化から日本人
の働き方に至るまで、色々な素
晴らしい経験を身につけまし
た。これらの経験を貴社で生か
して、戦力となり貢献したいと
考え、志望しました。 

 

特技 
 

Teamwork 

英語 

フレキシビリテ

ィー日本語 

MS-Office 
 

 

 

趣味 
 

本を読んる 
 

音楽 

絵を描く 

紅茶とコーヒー 

 

2020 年 12 月 日本語能力試験Ｎ2テストを参加する。でも、まだパスだ。 
2018 年 12 月    VSTEP B2 ( ベトナムでの英語認定) 

 

参照 
 

 

Skype: Nhu Ngoc Tran 

Twitter: Nhu Ngoc (玉子） 
メール: nhungoc.jpnvn@gmail.com  
電話: 0977476840 


