IUHW School of Medicine
Briefing in Tokyo (Akasaka)
留学生特別選抜、帰国生および外国人学校卒業生特別選抜のための

国際医療福祉大学
※説明会は英語で実施します

医学部説明会（東京赤坂キャンパス）

開催日時

2021年 9 月 25 日（土）2：00

予約制（定員80名）
お申込みはこちらから

プログラム

2：00〜 3：15

●国際医療福祉大学医学部のご紹介
●入試説明（詳細とスケジュール）
●質疑応答

会 場

国際医療福祉大学 東京赤坂キャンパス

（赤坂見附駅A出口から徒歩約3分）
107-8402 東京都港区赤坂4-1-26

お問い合わせ

tokyo.pr@iuhw.ac.jp
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※感染対策のご協力について、本学ホームページより
ご確認をお願いします。

国際医療福祉大学医学部
（成田キャンパス）
の特長
1. 1学年定員140名（うち20名は留学生）で、国際的な医療人材を育成

2. WFME（世界医学教育連盟）が定めた世界基準を上回る、質の高い医学教育を展開
3. 国際的に著名な各分野の第一人者で構成された教員陣
4. 大学院レベルの高度な医学教育

5. 学費は私立大学医学部で最も低額、さらに充実した奨学生制度

成田キャンパス

286-8686 千葉県成田市公津の杜4-3

E-mail: admission@iuhw.ac.jp

IUHW School of Medicine
B r i e f i n g i n To k yo (A k a s a k a)

国际医疗福祉大学医学部东京（赤坂）说明会
“Special Entrance Examination for International Students,
Returnee Students, and Students of International School”
The information session will be conducted in English.
我 校 将 举 办 关 于留学生 ，归 国 学生 ，及 外 侨 学 校 学生 医学 部 特 别 选 拨 考 试 的 英 文说 明 会 ，欢 迎 参 加！

Date and Time 日期

2:00pm Saturday, September 25, 2021

Application Required
up to 80 people

请速报名，名额限于80名

2021年 9月25日（星期 6）下午2 点开始

Program

说明会程序

2：00pm〜 3：15pm
● Welcome to IUHW School of Medicine

● IUHW

● Detailed information and schedule of

● 入学考试详情及日程

entrance examination

● Questions and answers

Venue

下午 2 点 ～ 3 点 15 分
医学部欢迎你

● 提问与回答

地 址

IUHW Tokyo Akasaka Campus

4-1-26 Akasaka, Minatoku,Tokyo 107-8402
3-minute walk from Akasaka-mitsuke Station(Exit A)

Inquiries: tokyo.pr@iuhw.ac.jp

国际医疗福祉大学 东京赤坂校区
邮编107-8402 东京都港区赤坂4-1-26 自东京Metro赤坂见附站（A出口）仅需3分钟
咨询 : tokyo.pr@iuhw.ac.jp
Tokyo Akasaka
Campus
Toyokawa
Inari Shrine
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●Starbucks

●Mizuho Bank

Akasakamitsuke
Station

Prof. Haruko Akatsu,M.D.

Prof. Shigefumi Takasuka

Dean of Medical Education,
IUHW School of Medicine

Center for Liberal Arts,
IUHW School of Medicine

赤津晴子教授M.D.
IUHW 医学部
医学教育统括中心长

高须贺茂文教授
IUHW 医学部
综合教育中心

For our infection control measures, please refer to “To all
participants of events hosted by IUHW (Request for cooperation
in hygiene measures)” on our website.
控制疫情人人有责，敬请在线参阅《参加 IUHW 活动须知》

Features of IUHW School of Medicine（Narita Campus） IUHW医学部之特征（成田校区)
1. Fostering international medical professionals with an enrollment capacity of 140
students, including 20 international students.
2. High quality medical education with full of international features, which surpasses the
global standard set by WFME (World Federation for Medical Education)
3. Teaching staﬀ comprising internationally renowned leading experts in their ﬁelds
4. Advanced medical education at the graduate level
5. Tuition being set to be the most aﬀordable among other private medical schools in Japan
and a variety of scholarship and support programs are available

1 培养包括20名海外学子的140名国际医学专家
2 国际化的先进医学教育符合WFME（世界医学教育联合
会）制定的世界规格
3 师资富有国际经验
4 研究生水平的高端教学
5 日本私立医大中本校学费可谓最低，并奖学金制度和福利
待遇极为雄厚

Narita Campus

4-3 Kozunomori, Narita City, Chiba 286-8686

IUHW School of Medicine
国际医疗福祉大学 IUHW医学部

成田校区

邮编286-8686 千叶县成田市公津之森4-3

E-mail: admission@iuhw.ac.jp

