
NEWS  RELEASE     

  

 

 

平成３０年１０月５日 

 

   エジプト・アラブ共和国高等教育大臣/科学研究国務大臣 

  カーリッド アテフ アブデル ガッファー博士に 

  名誉博士の称号を授与、講演会を開催 

 （第１回広島大学ピース・レクチャー・マラソン） 
 

 

エジプト・アラブ共和国高等教育大臣/科学研究国務大臣 カーリッド アテフ  

アブデル ガッファー博士に対して、広島大学から名誉博士の称号を授与します。 

また、第１回広島大学ピース・レクチャー・マラソンとして同氏の講演会を 

開催しますのでお知らせします。 

 

                記 

 

日  時： 平成３０年１０月１０日（水） 

10：30～11：00（開場 10：00）講演会 

      11：10～11：30 名誉博士号授与式 

会  場： 東広島キャンパス 学士会館 2 階 レセプションホール 

講演題目：  広島につながるエジプトの科学と教育、そして、世界への 

平和メッセージ 

被授与者・講師： カーリッド アテフ アブデル ガッファー博士 

（エジプト高等教育大臣/科学研究国務大臣） 

使用言語： 日本語，英語（逐次通訳） 

講演対象者： 主に本学教職員、学生 

 

【ピース・レクチャー・マラソンについて】 

原子爆弾によって破壊された広島が緑豊かな国際都市として発展する中、苦難の  

歴史を忘れず平和の大切さを語り継いでいくために、各国政府代表者や在京大使の

方々に平和をテーマにご講演いただくものです。 

 

【取材について】 

・ 取材撮影に当たっては、必ず自社腕章を着用してください。 

・ 会場では大学職員の指示に従ってください。 

・ 講演会の参加者が特定できるような撮影は，避けてください。 

・ 記者会見等は実施いたしません。また、個別の取材には応じられません。 

・ 撮影した画像・動画は、報道に係る用途以外に利用しないでください。 

 
【お問い合わせ先】 

国際室国際部国際交流グループ 岡田 

Tel：082-４２４-６０４２ FAX：082-４２４-６１７９ 

E-mail：kokusai-kyoten@office.hiroshima-u.ac.jp 

 発信枚数：Ａ４版 ３枚（本票含む） 

広島大学広報グループ 

〒739-8511 東広島市鏡山 1-3-2 

TEL：082-424-3701 FAX：082-424-6040 

E-mail: koho@office.hiroshima-u.ac.jp 



第１回ピース・レクチャー・マラソン 

2018年10月10日[水]10:30-11:00 *開場10:00 
 

 場   所：広島大学東広島キャンパス 学士会館 2F レセプションホール 

 使用言語：英語（同時通訳あり） 
 入   場：無料 
 

*申 込：10月4日（木）までに以下URLより、 
      事前申込をお願いします。 
https://appform.hiroshima-u.ac.jp/Egypt/regist.php 
 

 お問合せ先： 
  広島大学国際室国際部国際交流グループ 
  TEL: 082-424-6042 / FAX: 082-424-6179 
  E-mail：kokusai-kyoten@office.hiroshima-u.ac.jp 
 

主催：広島大学 
後援：在京エジプト大使館文化教育科学局 

Khaled Atef Abdel – Ghaffar エジプト高等教育大臣 
 
 1985年、母校・カイロ大学歯学部を卒業したKhaled Atef Abdel Ghaffar氏は、歯科医師としてそのキャリアをス
タートさせました。以来、着実に研究者として、また才能ある歯科医師を育成する指導者として、カイロ大学、アイン
シャムス大学など名声ある大学で経験を積みました。さらに、氏はその輝かしい実績により「IADR Edward Hatton 
Award for Best Research - Seattle Washington」（1994年）を受賞するなど、数々の栄誉を手にしてきました。そ
して、アインシャムス大学副学長を経て、エジプト高等教育大臣に就任するなど、数多くの重責を担っています。 

越智 光夫：広島大学長 
 
 広島大学は、平和を希求してチャレンジする国際的教養人を輩出し、
多様性を育む自由で平和な国際社会を築く役割を果たします。 
 ピース・レクチャー・マラソンは、原子爆弾によって破壊された広島が緑
豊かな国際都市として発展する中、苦難の歴史を忘れず平和の大切さ
を語り継いでいくために、各国政府代表者や在京大使の方々に平和を
テーマにご講演いただくものです。 



October10,2018,10:30-11:00 * Registration opens at 10:00 
Venue : Hiroshima University 2F Reception Hall, Faculty Club Building    
       （Higashi-Hiroshima Campus） 
Language : English 

Admission ：Free 
 

Application : Prior registration is necessary. 
     Those who wish to attend the lecture, register at the 

     following URL by October 4th (Thu). 
   https://appform.hiroshima-u.ac.jp/Egypt/regist.php 
 

Inquiry : Hiroshima University 
    International office, International Exchange Group 
    TEL: 082-424-6042     FAX: 082-424-6179 
    e-mail : kokusai-kyoten@office.hiroshima-u.ac.jp 
 

Hosted by : Hiroshima University 
Supported by : Culture, Education and Science Bureau, Embassy of Egypt 

 

The 1st Peace Lecture Marathon 

Dr. Khaled Atef Abdel Ghaffar: 
Minister of Higher Education and Scientific Research in Egypt 
 

After graduating from the Faculty of Oral and Dental Medicine, Cairo University, Dr. Khaled Atef Abdel Ghaffar initiated 
his career as a general practice dentist in 1985. Then, he steadily has developed his career as a research scholar, as 
well as a professor cultivating young talents at several renowned universities such as Cairo University and Ain-Shams 
University. During his brilliant career, he accomplished a lot of honors and recognitions such as IADR Edward Hatton 
Award for Best Research - Seattle Washington (1994). Currently, he is fulfilling lots of momentous responsibilities, 
such as being the Minister of Higher Education and Scientific Research in Egypt, Vice President of Ain Shams 
University for Postgraduate Study & Research, and so on. 

Mitsuo Ochi,  President of Hiroshima University 
 

In order to fulfill its mission to create a diversified, free and peaceful global community, 
Hiroshima University aims to cultivate “peace-pursuing, cultured individuals with an 
international mindset and a challenging spirit”. 
This time, we organized a series of lectures titled “Peace Lecture Marathon” where 
government representatives and ambassadors in Tokyo are invited to give a lecture on 
peace. With these lectures as momentum, we hope that new generations, who are 
currently enjoying prosperity in the City of Hiroshima, which has been reborn from the 
atomic destruction of World War II as a world-class city with natural scenery, learn a lot 
about the importance of peace and our history of hardship. 


