
琵琶湖疏水記念館事前学習シート

≪論理的思考×琵琶湖疏水事業≫
～論理的思考で近代化事業を考えよう～
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本学習シートのねらいは、論理的思考で物事を考え、調べ、議

論を行うという点にあります。

その題材として、京都の近代化を推し進める一大事業の一つ「琵

琶湖疏水」を取り上げています。

なぜ疏水事業を始めたのか、そこには当時の人々が抱える問題が

あり、それを解決したかったからではないか。それならば、「その

問題をどのように解決しようと考えたのかを推測/想像し、どのよう

に実行に移したのか、思考回路をたどり、考え・議論をすること」

で、偉大な事業を成し遂げた人々の問題解決のための手順(＝論理的

思考)を養えるようになることがねらいです。

昨今、文部科学省から発表された学習指導内容でもアクティブ・

ラーニングが推奨され、「主体的・対話的で深い学び」が求められ

ています。

この学習ツールでは、上記に基づき、小・中学生が今後必要とさ

れる【自ら問題を発見し、他者と協力して解決していくための資質

や能力を育める＝問題解決能力】を養うことができる学びの教材と

なっております。
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【学習シートのねらい】
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事前学習シートは２パターンあります。下記に２パターンの違いを
記載しております。どちらか使いやすい方で進めていただければと思
います。

【事前A】「論理的思考で、京都を救おう！」
（※P.9の 学習シート:生徒用 事前A を使用してください。）

こちらは、生徒さん自身が京都のリーダーになったつもりで課題を
考え、解決していく形式をとることで、議論をより深められるように
することを目的としています。
問題解決を自分ごととして捉えることでより柔軟は発想ができれば

と思います。

【事前B】「論理的思考で近代化事業を考えよう」
（※P.10の学習シート:生徒用 事前B を使用してください。）

こちらは、忠実に当時の出来事を調べ、それを基に考えることで、
議論ができるようにすることを目的としています。
書籍やインターネットなどで史実を調べ、それを基に考えることで

過去からの学びや気付きに繋がればと思います。
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【事前学習シートの活用方法】

【当日学習シートの活用方法】

「事前学習シート」が琵琶湖疏水事業になぜ着手したのかという事業発
案に関する事柄を調べ考える内容になっているのに対して、「当日学習
シート」は琵琶湖疏水事業の工事が実際にどのように進められたかを調べ
まとめる内容になっています。
琵琶湖疏水記念館に訪れた際に、展示物を見ながら発見したこと、わ

かったことなどを「当日学習シート」にまとめていただければと思います。
まとめる際も調べたこと分かったことを整理し体系立てて説明できるよ

うに、「5W1H」に分けて記載できるようにしています。
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【事前学習シートの導入】
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今回のフレームワークの概要です。
事前学習シートに取り組む前の説明（話の進め方）の一例として
ご参照ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

はじめに。

皆さんは問題が起きた時どうしますか？

A. そのまま何もしない

B. 問題に向き合って解決する

Aの人もいますよね。

もちろんBの人もいると思います。

誰でも問題があるのは嫌なので、解決できるなら解決したいですよね。

でも、、どうやって？？？

問題を解決するには、問題を解決するための手順（考え方）があるのです。

問題を解決するための手順（考え方）って？

問題を解決するための手順（考え方）とはどんなものでしょうか。

題して、「問題解決のフレームワーク」！

「問題解決のフレームワーク」とは、つまり「問題を解決するための型（決まった手順）」 です。

これはビジネスの現場で使われる方法です。

ビジネスの世界で、何か解決したい問題があるときは、

この考え方の手順に沿って人々は頭を整理し、問題を解決してきました。

それは今も昔も、同じです。

では、具体的にどうするの？

「問題解決のフレームワーク」

「問題解決のフレームワーク」には５つのステップがあります。

ステップ①：事象

ステップ②：原因

ステップ③：取り組む課題

ステップ④：施策

ステップ⑤：効果

このステップに沿って考えていきます。



【事前学習シートの導入】
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今回のフレームワークの概要です。
事前学習シートに取り組む前の説明（話の進め方）の一例として
ご参照ください。
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例えば、身近な例で考えてみましょう。

来月、体育の逆上がりのテストがあるのに、まだ1回も成功していない、Aくんがいます。

この課題を解決するためにはどうしたらいいのか。

「問題解決のフレームワーク」に当てはめて、どうすれば解決できるか考えましょう。

ステップ①：事象 逆上がりができない

ステップ②：原因 腕の筋肉が弱く、鉄棒に体を引き寄せられないため回転ができない

ステップ③：取り組む課題 鉄棒に体を引き寄せられるように腕の筋肉をつける

ステップ④：施策 毎日腕立て伏せ10回することを1ヶ月続ける

ステップ⑤：効果 腕に筋肉がついただけでなく、逆上がりに必要な背筋と腹筋もつき、

結果逆上がりができるようになった。テストも合格できた。

こんな感じです。

ところで。

話は変わりますが、昔、京都の近代化を推し進める一大事業を成し遂げた人がいます。

誰か知っていますか？それは「北垣国道」です。

北垣国道は第3代京都府知事で琵琶湖疏水事業を成し遂げた人です。

彼が行った事業の足跡をこの「問題解決のフレームワーク」の手順（考え方）に沿って

辿ってみましょう。



【事前学習シートの各設問意図】
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各設問の意図と質問例、回答例です。一例としてご参照ください。
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【ステップ①：事象】

〔質問例〕

当時の京都の人達はなぜ琵琶湖疏水を造ろうと思ったのか。その時代に何が起きていたか、どんな生活をしていたか調べてみよう。

質問例 回答例

１、お金はたくさんありましたか？ なかった

２、人はたくさんいましたか？ いなかった。すごく人数が減った。

３、明治初期の人たちはどのような暮らしをしていましたか？
電気はあった？水道は？移動は何を使っていた？

電気はない、水道もない、移動は徒歩や馬。

４、明治初期の京都から東京へある人が引っ越しをしました。
誰でしょう？

天皇と貴族（東京奠都とうきょうてんと）

〔設問意図〕

ここでは、事実を抽出します。
時代背景や当時の生活の様子などを調べる事で、琵琶湖疏水事業に取り組むきっかけとなった事象につなげたい目的です。
明治維新→東京奠都→京都衰退→京都の復興を目指して、近代化を図る→疏水事業に取り組む。
という当時の風潮を捉えらる事ができれば良いと思います。

【ステップ②：原因（理由）】

〔設問意図〕

ここでは、その事実がなぜ起きたのか、問題を明らかにします。
東京奠都による人口減少、産業・商業も東京に移動したことなどにより、京都経済が衰退したことが
琵琶湖疏水事業開始のきっかけの 一つだと言われています。
その原因となった人口減少がなぜ起きたのかを調べて考えられるといいと思います。

〔質問例〕

当時の京都の人達はなぜ琵琶湖疏水を造ろうと思ったのか。

①で調べたことがなぜおこっていたのか、なぜそのような生活をしていたのか原因（理由）考えてみよう。

質問例 回答例

１、なぜお金がなかったのでしょうか？ 多くの人が東京に移動して働く＝お金を稼ぐ人がいなくなった

２、なぜ人が減ったのでしょうか？ 天皇と貴族の東京引っ越しにより、多くの人が東京に行ってしまっ
た

３、明治時代前の人々の暮らしはなぜ不便だったのでしょうか？ 便利なものが発明されていなかった

４、なぜ天皇や貴族は東京に引っ越ししてしまったのでしょうか？明治維新により東京が政治や経済の中心にすることが決められたか
ら。

【ステップ③：取り組む課題】

〔設問意図〕

ここでは、問題を解決するにはどうすればよいかを考えます。
あんなこといいなできたらいいなを叶えるための方法として、インフラ整備＝水環境の整備＝疎水事業というところに
発想を着地させることができればいいと思います。

〔質問例〕

②を踏まえて、解決するべきことを考えてみよう

質問例 回答例

１、お金を増やすにはどうしたらいいでしょうか？ 商売をする

２、商売するには何か必要ですか？ 人

３、人がたくさんいるようにするためにはどうしたら
いいですか？

住みやすい環境を作る

４、何かできたら便利になると思いますか？ 電気があったら便利、水が使えたら便利、電車や車があったら便利

５、どうしたら住みやすい環境を作れますか？ インフラを整備する



【事前学習シートの各設問意図】
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各設問の意図と質問例、回答例です。一例としてご参照ください。
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【ステップ④：施策】

〔設問意図〕

ここでは、課題を解決するために、具体的に取るべき手法を考えます。
なぜ水を利用しようと思ったか、疏水があると何が便利か、なぜ疏水を造ることで問題が解決すると考えたのか想像し、
議論できればいいと思います。

【ステップ⑤：効果】

〔設問意図〕

ここでは、疏水事業の効果を考えます。
疏水事業によってできたことが現在の京都基礎となっていること、それは今現在も身近な存在であること等を
調べ議論できればいいと思います。

〔質問例〕

当時の京都の人達は③を解決するために、琵琶湖疏水を造ることを決めました。
なぜ疏水を造ることで問題が解決すると考えたのか想像してみよう。

質問例 回答例

１、水はどういったことに使われますか？ 飲み水、トイレ、防火、電力、工業産業

２、京都には水がなかったのですか？ 飲み水はあっても、それ以外不足していた

（京都は地下水が豊富だが、

商業用/防火用の流水は人口に対して不足していた）

３、京都の水の問題って何？ 水質汚染の問題

（流水源である鴨川では、なめし業や染色業が

盛んだったため水質汚染が進んでいた）

４、琵琶湖疏水を作る目的とは？ ・製造機械：水力発電の利用
・運輸：船を使うことで輸送が便利
・灌漑：田畑をたくさん作れる
・水車：精米がたくさんできる
・防火
・井泉：井戸が枯れても飲み水に困らない
・衛生：綺麗な水があることで街が清潔に保たれる

〔質問例〕
琵琶湖疏水を造ったことでどんないいことがあったかな？

質問例 回答例

１、生活はどうなったでしょう？ 疏水でモノや人が運べるようになり、便利になった

２、お金（経済）はどうなったでしょう？ 疏水でモノや人が運べるようになり、産業が発達し、お金を稼げる
ようになった

３、水を流すことで、あるエネルギーを生み出せました。
何でしょうか？

電力。日本で初めて電力事業用の水力発電所ができた。

４、その電気を使って生み出された、事業用としては、
日本で初めての乗り物とはなんでしょうか？

電車（路面電車）
疏水で安定した量の水力発電を行えるようになり、その電力を使用
して日本で初めての事業用電車が運行された。

５、人口はどうなったでしょうか？ 便利になったことで再び栄えた京都は人が増えた。



【事前学習シートの各設問意図】
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プラスαの豆知識。一例としてご参照ください。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【プラスαの豆知識】

疏水事業のすごさや、昔の事業だけれども今現在とも密接に関わっているということに気づいてもらえたらいいと思います。

〔質問例〕

質問例 回答例

１、疏水事業で初めて成し遂げた、
当時誰もが無謀だと思っていたことは何か？

日本人技師だけで作り上げた。

２、疏水と密接な関係にある桜の名所とは？ 哲学の道

桜で有名な観光地の一つである哲学の道は

疏水があったからこそできた。

３、疏水と密接な関係にあるお寺とは？ 南禅寺水路閣は映えスポットとして人気の場所。

テレビ撮影の場所としても有名です。

実際にどのように工事を進めたのかは、琵琶湖疏水記念館に詳しく展示がされているので、
当日学習シートを使ってまとめてください。
また、琵琶湖疏水動画（QRコード参照）や下記ウェブサイトも学習の参照にしてみてください。

●京都市上下水道局
https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007153.html

●琵琶湖疏水船
https://biwakososui.kyoto.travel

【琵琶湖疏水概要動画】

https://www.city.kyoto.lg.jp/suido/page/0000007153.html
https://biwakososui.kyoto.travel
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あなたも京都のリーダーになったつもりで、
以下の①～⑤のステップに沿って京都の困りごとを解決してみよう！

・江戸時代終わり～明治時代初めの日本は何が起きたかな？
・京都の人たちはどんな生活をしていたかな？

例）
・移動は徒歩や馬で、水は地下水からくみ取っていた。
・明治維新後、京都に住んでいた天皇や貴族が東京に移り住んだ。
・京都の人口が減った。 ….他にも当時の生活を調べてみよう！

※電車の営業運転は日本初！

☟ 【琵琶湖疏水概要動画】☟
どのように工事を進めたのかは、
琵琶湖疏水記念館で調べよう！

おめでとう！
これで京都は救われました！！

【生徒用｜事前A 】

論理的思考で、京都を救おう！

1

・なぜ、①のような事が起こっていたのかな？その原因（理由）を考えてみよう！

例）
・車や電車がないから徒歩や馬を使うしかなかったし、川や地下水にしか水がなかったから。
・京都の人口が減ったのは、京都に住んでいた天皇や貴族を相手に商売をしていた商人たちも東京に移り住んだから。

2
原因

（理由）

・②を踏まえて、解決したい事を考えてみよう！3
取り組む
課題

・③を解決するために、あなただったら何をするかな？4

・④を実施したことでどんな良いことがあったかな？
・さらに、良いことを広められる方法はあるかな？5

事象

施策

効果

当時の京都府知事
北垣国道

明治維新で人の中心が
東京になり、働く場所
がないので京都は衰退
してしまったんだ。

もっと京都を便利な街
にして、人が戻ってく
るようにしよう！

琵琶湖疏水を造って便利な
街にしよう！物や人の流通

もよくなるぞ！

たくさんの人が快適に
住めるようになった！
疏水の力で発電もでき
て電車も走らせるぞ！

京都を救えるように
みんなの知恵を
貸してください！
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以下の①～⑤のステップに沿って考え、琵琶湖疏水ができた理由を考えてみよう

・当時の京都の人達はなぜ琵琶湖疏水を造ろうと思ったのか。
その時代に何が起きていたか、どんな生活をしていたか調べてみよう。

例）
・移動は徒歩や馬で、水は地下水からくみ取っていた。
・明治維新後、京都に住んでいた天皇や貴族が東京に移り住んだ。
・京都の人口が減った。 ….他にも当時の生活を調べてみよう！

☟ 【琵琶湖疏水概要動画】☟
どのように工事を進めたのかは、
琵琶湖疏水記念館で調べよう！

【生徒用｜事前B 】

1

・当時の京都の人達はなぜ琵琶湖疏水を造ろうと思ったのか。
①で調べたことがなぜおこっていたのか、なぜそのような生活をしていたのか
原因（理由）考えてみよう

例）
・車や電車がないから徒歩や馬を使うしかなかったし、川や地下水にしか水がなかったから。
・京都の人口が減ったのは、京都に住んでいた天皇や貴族を相手に商売をしていた商人たちも東京に移り住んだから。

2
原因

（理由）

・②を踏まえて、解決するべきことを考えてみよう3
取り組む
課題

・当時の京都の人達は③を解決するために、琵琶湖疏水を造ることを決めました。
なぜ疏水を造ることで問題が解決すると考えたのか想像してみよう。4

・琵琶湖疏水を造ったことで、どんな良いことがあったかな？
・さらに、琵琶湖疏水を活用してもっと課題を解決する方法はあるかな？5

事象

施策

効果

【はじめに｜琵琶湖疏水ってなに？？】
明治時代にできた琵琶湖(滋賀県)の水を京都に流すための仕組みです。
琵琶湖の水は京都の人たちの生活飲料水やいろいろなことに使われていてとても重要です。
その水を流す仕組み（＝琵琶湖疏水）ができた理由を一緒に考えてみましょう。

論理的思考で近代化事業を考えよう



【生徒用｜当日】

琵琶湖疏水記念館 当日学習シート
《5W1H×琵琶湖疏水事業 ～伝達情報の重要ポイントを使って、琵琶湖疏水事業をまとめてみましょう~》

事前学習シートではなぜ当時の京都の人が琵琶湖疏水を造ろうと思ったのかを調べました。

では、実際に工事は誰がどのように進めたのでしょうか。

琵琶湖疏水記念館でどのように工事が進められたのか、以下の５W１Hを使ってまとめてみましょう。

Whenーいつー

Whereーどこでー

Whoーだれがー

Whatー何をー

Whyーなぜー

Howーどうやってー

11


