
Homework Record Sheet – customizable

Name: Date begun: 

Side A
October 2018

アルファベット＆カレンダークリック©学習プラン

Alphabet & Calendar Click© Renewal

By class date of
この日付までに

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

/ / / / / / / / / / / / / / / /

Assignment
今週の宿題

Lesson numbers  レッスン番号

(or CD track / card numbers
あるいはCDトラック／カード番号

Letters to Study
学習する文字

Times to watch
レッスンを観る回数

Review times
基本の回数

Adjusted assignment
先生が直した回数

Times really watched
実際に観た回数

Times to play games
ゲームをする回数

Times really played
実際にゲームをした回数

Guardian’s seal
保護者のハンコ

Gold star
大変よい・金星

Teacher’s seal or signature for
homework completion
基本回数ハンコ／サイン

Perfect      完璧

   (or score out of 40・４０点満点)

Assignment minutes  全体の(おおよその)分数

 き ほん　  かいすう

せんせい  なお　　  かいすう

　　　　　　　　　　　　  かいすう

 かん  ぺき

てんまんてん

  ぜん たい　                                   ふん すう

ひ  づけ

がくしゅう　　  しゅく だい

れん  しゅう　　           も     じ

じっさい　　    み　　   かいすう

じっさい　　　　　　　　　　　　　　　　 かいすう

 ほ　  ご   しゃ

 たい へん　　　　　　　   きん  ぼし

 き   ほん  かい  すう

　　　　　　　　　　　  み         かいすう

ばん ごう

ばん ごう

がくしゅう



Side BAlphabet & Calendar Click© Renewal
Homework Record Sheet – customizable

Name: 

アルファベット＆カレンダークリック©学習プラン

By class date of
この日付までに

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

/ / / / / / / / / / / / / / / /

Assignment
今週の宿題

Lesson numbers  レッスン番号

(or CD track / card numbers
あるいはCDトラック／カード番号

Letters to Study
学習する文字

Times to watch
レッスンを観る回数

Review times
基本の回数

Adjusted assignment
先生が直した回数

Times really watched
実際に観た回数

Times to play games
ゲームをする回数

Times really played
実際にゲームをした回数

Guardian’s seal
保護者のハンコ

Gold star
大変よい・金星

Teacher’s seal or signature for
homework completion
基本回数ハンコ／サイン

Perfect      完璧

   (or score out of 40・４０点満点)

Assignment minutes  全体の(おおよその)分数

 き ほん　  かいすう

せんせい  なお　　  かいすう

　　　　　　　　　　　　  かいすう

 かん  ぺき

てんまんてん

  ぜん たい　                                   ふん すう

ひ  づけ

がくしゅう　　  しゅく だい

れん  しゅう　　           も     じ

じっさい　　    み　　   かいすう

じっさい　　　　　　　　　　　　　　　　 かいすう

 ほ　  ご   しゃ

 たい へん　　　　　　　   きん  ぼし

 き   ほん  かい  すう

　　　　　　　　　　　  み         かいすう

ばん ごう

ばん ごう

がくしゅう


