
 
 
 
 
広島地域連携センター No.0１                 【カテゴリー】社会 

American Industrial Revolutions 
（アメリカの産業革命） 

 

この講座では，次の 2つのテーマについて，英語でお話しします。（内容は裏面参照） 
(1) the American Second Industrial Revolution in the 19th Century 
(2) the “Third Industrial Revolution”／the Digital Revolution of the 20th and 

21st Centuries 

 

開催日時 平成 3１年４月９日（火）・５月７日（火） 1８:00～1９:３0 

会  場 
県立広島大学 広島キャンパス 1175講義室（教育研究棟 1の 1階） 
（広島市南区宇品東 1-1-71） 

 
プログラム 

日 程 テ ー マ 講  師 

４月９日(火) 
The American Second Industrial 
Revolution 人間文化学部 国際文化学科 

准教授 スティーブン・ローゼン 
５月 7日(火) 

The Digital Revolution/The Third 
Industrial Revolution 

 

対 象 者 社会人（高校生以上） 

定  員 ３５名 

受 講 料 1,000円（ただし，高校生は無料） 

 

申込方法 

１．WEB申込 
  下のQRコードまたは次のURL上の「申込フォーム」に入力してください。 

https://www.pu-hiroshima.ac.jp//site/koukai-kouza/kouzah310409.html 

２．郵便申込 
    ①郵便番号，②住所，③名前（ふりがな），④電話番号を記入した用紙（様式自

由）と，⑤82円切手を貼り申込 者の住所・名前（○○様）を記入した返信用封
を，申込先にお送りください。 

 
申込締切日以降に，１はメールで，２は返信封筒で受講案内と振込案内をお送りします。 
WEB申込の方はパソコンからのメール（アカウント@pu-hiroshima.ac.jp）を受け取
れるよう設定しておいてください。 
 
※申込にあたってお寄せいただいた個人情報は県立広島大学公開講座のご案内以外の目的には使用しません。 

申込締切 平成 31年 3月２6日（火） 

 

主 催 
問 合 先 

県立広島大学 地域連携センター 
〒734-8558 広島市南区宇品東 1-1-71 
電話 082-251-9534（平日 9:00～17:00） 

平成 3１年度 県立広島大学 公開講座
  

 
 

受講者募集 



 
 
 
【プログラム】 
 

日 時 テ ー マ・内 容 

4月 9日 
(火) 

18:00 
～ 

19:30 

The American Second Industrial Revolution 

The First Industrial Revolution occurred in England in the 
18th Century, but this lecture will focus on the Second 
Industrial Revolution which occurred in America during the 
19th century based on fossil fuels, the rise of the modern 
corporation and large scale immigration. It is also called the 
“Golden Age of Globalization” and the “Golden Age of 
Capitalism.” We will look at the variety of fundamental social, 
technological and economic changes and the creation of the 
modern world. 

5月 7日 
(火) 

18:00 
～ 

19:30 

The Digital Revolution/The Third Industrial 
Revolution 

The Digital or IT Revolution, which began mainly in Silicon 
Valley, is sometimes called the “Third Industrial 
Revolution.” Digital IT technology has completely changed 
human social life. We will examine the historical roots of the 
Digital Revolution in Silicon Valley, California, and then try to 
analyze how this new technology is changing modern 
business, society and culture.  Also, there will be some 
discussion about issues of cybersecurity, robotics, and AI. 

 
 
 
【会場案内】 
 

県立広島大学 広島キャンパス 教育研究棟 1の１階 １１７５講義室 

  広島市南区宇品東 1-1-71 

 

市内電車…①③⑤（宇品線） 

                            「県病院前」下車，徒歩７分 

広電バス…12号線（仁保沖町行き） 

   「県立広島大学前」下車，徒歩２分 

  ＊公共交通機関をご利用ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


