
板 書(board writing)

Hitoshi Kamoda
Kumagayahigashi E.S. 

kumagaya city,Saitama, Japan





板 Black board
write

書

letter
phrase
sentence

post
draw line

figure

table

板書 product





Subtraction（1st graders） １３－９

■ subtraction with carry over

写真





Multiplication (2nd graders) ２×□

■ products of “multiple of two”

写真





Division (4th graders) ８７÷２５

■ the way to find quotient

写真





Add. of fraction (6th gr.) １/２＋１/３

■ with different denominator

写真





Div. of fraction (6th gr.) ２/５÷３/４

■ how to calculate “fraction ÷ fraction”

写真





量と測定領域



Weight (3rd graders)

■ unit of “kg”, scales





Area of trapezoid (5th graders)

■ various ways of calculating the area





Volume (6th graders)

■ the volume of complex solids





図形領域



Handling the shapes (1st graders)

■ learning the characteristics of solids





How to measure the Angles (4th graders)

■ how to use protractor





Relationships of lines (4th graders)

■ learning how to draw parallel lines





数量関係領域



How many flowers are there (1st graders)

■ showing the data with chart and graph





Bar graph (3rd graders)

■ handling the data with bar graph





Line Chart (4th graders)

■ value the change with line chart





Permutation (6th graders)

■ way of count without missing data





How to create

“Board Writing”



exercise

exercise

exercise

Problem task

Summary

Student’s idea
What has been 

learntStudent’s idea

・ clues
・ previous knowledge
・methods to solve

The basic structure of blackboard 



Showing the problem



Showing the task



Showing students’ ideas



Arranging the ideas



Summarizing the ideas



Doing the exercises



At the end of the lesson



Initial Board-Writing Plan



The textbook, which is the 
base of board writing



problem

task

summary

exercises

ideas





The process of the lessons are different

The most important points never changed





Students’ understands are different

The most important points can not be changed



How to produce the blackboard



How to produce the blackboard

・How teacher should write
・How to have students note
・what is the order



Lesson and Board-Writing Plan



Introduction: Showing the problem



The Process of Problem Solving



Let’s  make
Lesson and Board-Writing Plan



The example from us



Tips from our daily classes

◎The initial plan for the lesson is important
・Formulating the situation plan
・What should be remain on the board

→easy to grasp the points 
easy to review the lesson
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