
まずはじめに、学園から発行された招待コードを使いGrapeSEED保護者サイトにアカウントを作りましょう！

GrapeSEED App ご利用までの流れ

ご家庭での楽しい学び方の一つとして、新たに「GrapeSEED App」がリリースされました！
子どものやる気を導きながらREP学習のきっかけとなるような内容がたくさん詰まっています。
REPの時間がますます楽しくなるGrapeSEED Appを、さっそく利用してみませんか？

■保護者の方にご準備いただくこと
GrapeSEED保護者サイトに新規アカウントを作る

QRコードを読み込む 招待コードを登録する GrapeSEEDアカウントを作成する 保護者情報を登録する

保護者サイトで子どもを追加する 子どもの情報を登録する すべての登録が完了！

GrapeSEED Appをインストールする Appを起動する App学習スタート！

＜注意＞●       招待コードの有効期限は発行から2か月間です。無効になってしまった場合は、お通いの学園に招待コードの再発行を依頼して下さい。

＜POINT＞
GrapeSEEDを学習中のご兄弟の
分も登録をされる場合、　　　　

を繰り返すことで､子どもの情報

を追加することができます！

その際､新たに追加されるご兄弟の

分の招待コードが必要になります。

招待コードはお通いの学園へ依頼

して発行してもらいましょう!

さらに詳しい使い方については、
保護者様向けにマニュアルをご用意
しておりますので是非ご覧ください！
↓こちらのQRコードからアクセス↓

　　

https://grapeseed.jp/usermanuals/

招待コードは学園からもらう
お手紙に記載されています！

「GrapeSEEDアカウントを新しく
作成する場合」を選んでください。

「GrapeSEED アカウントの認証」
という件名のメールが届きます。
必ず認証を完了させてください。

iOS版 ➡ App Store
Android版 ➡ Google Playストア
「grapeseed」を検索し、アプリ
をインストールしてください。

WebブラウザSTEP 1

GrapeSEED保護者サイトで子どもの情報を登録する WebブラウザSTEP 2

GrapeSEED Appで学習をはじめる アプリSTEP 3

https://parents.grapeseed
.com/invitation

SＡ
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＊招待コード

スクールから受け取った招待
コードを入力してください

開始

新しいアカウントを作成する

ＧｒａｐｅＳＥＥＤアカウントを新しく
作成する場合

＊保護者の名前

＊電子メール

＊パスワード

＊パスワードの確認

開始

子どもの追加

＊名前

＊名前 (ローマ字または英語名）

＊誕生日

＊性別

登録

保護者サイトにサインインし、
「子どもの追加」をクリックします。
https://parents.grapeseed
.com

　　　 で使用した招待コード
をもう一度使用します。赤枠
の項目を全て入力したら｢登録｣
をクリックします。

　　　  に進み、アプリを起動
してみましょう！

リカ の招待コードが正しく登録されました。

ようこそ！

Parentホーム画面に進む

STEP 2

STEP 3STEP 1

grapeseed

ＧrapeＳＥＥＤ
ＧrapeＣｉｔｙ inc.

入手

3.8★★★★★

　　　  で設定したメールアド
レスとパスワードを入力して
サインインしてください。

STEP 1

＜注意＞●  GrapeSEEDのシステムから送信されるアドレス（no-reply@grapeseed.com）のメールを受信できるように設定しておいて下さい。

Unit1

1. Hello!
2. Stand Up!

↑ 

リカ

タブレットでのアプリ学習には、
楽しい「プレイモード」もご用
意しています！アプリでも沢山
ＲＥＰに取り組みましょう！

ようこそＧｒａｐｅＳＥＥＤへ

サインイン

電子メールを入力してください

パスワードを入力してください

https://parents.grapeseed.com/invitation
https://parents.grapeseed.com
https://grapeseed.jp/usermanuals/


GrapeSEED Student App について 
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教室で学んでいる GrapeSEED や LittleSEED のコンテンツが、タブレット／スマートフォンおよび Web ブラウザ

から利用できます。 

 

タブレット／スマートフォンおよび Web ブラウザに対応 
自宅ではパソコンの Web ブラウザ、外出先ではタブレットやスマートフォンなど、状況や場所にあわせてアプリを

様々な環境で利用できます。 

Student App（タブレット／スマートフォン） 
 

 iPad／iPhone および Android のタブレット／スマートフォンでコンテンツを視聴

できます。ダウンロードしたコンテンツは、オフラインでも視聴できます。 

※認証のため 1 か月に 1 度アプリをインターネットに接続する必要があります。 

Student App（Web 版） 
 

 タブレット用アプリと同じ機能を Web ブラウザから利用できます。 

 URL：https://students.grapeseed.com 

 

※対応する Web ブラウザ：Microsoft Edge／Chrome／Firefox／Safari 

※インターネットへの接続が必要です。 

※コンテンツはダウンロードされず、ストリーミングで配信されます。 

 

プレイモード 

プレイリスト 
 

 

アプリの中心となるのは、厳選したコンテンツで構成されたプレイリストです。 

プレイリストは、お子様が各ユニットを少しずつ、着実に理解できるように設計さ

れています。 

• 効率的に – 各プレイリストは、15～20 分程度に設計されています。 

• バリエーション豊かに – 教室でのレッスンと同様に、プレイリストには様々なカ

テゴリの教材が含まれています。単語の反復練習が先行し、その単語に関連する

コンテンツが続きます。 

• 適切な制御 – 着実に理解を深められるように、現在学習中のユニットのプレイリ

ストは一日に最大２つと決められています。また、次に進む準備が整ったと教師

が判断するまで、新しいユニットにはロックがかけられています。 

• やりがいを感じながら – 現在学習中のユニットのプレイリストを 20 個完了する

と、修了のバッジが授与されます。 
  

インタラクティブなクイズ 
 

 プレイリストの視聴中、理解度を測るクイズが出題されます。 

• 1 回あたり３つの質問が、プレイリストごとに最大 3 回まで出題されます。 

• 間違った答えを選んだ場合、またトライできます。 

• プレイリストはクイズに正しく答えられるまで中断されます。正しい答えを選ぶ

と再開されます。 
  

https://students.grapeseed.com/
https://students.grapeseed.com/


GrapeSEED Student App について 
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ライブラリ 
 

 一度視聴したコンテンツは、以前のユニットも含めてライブラリからいつでも再生

できます。ライブラリは、プレイリストを 1 つでも完了すれば利用できます。 

現在学習中のユニットのライブラリは、その日のプレイリストを完了していなくて

も、いつでも利用できます。 

 

リッスンモード 

 

現在学習中のユニットや、以前のユニットの音声や動画コンテンツを試聴できます。

音声や動画コンテンツは、教室で使用する教材と同じものです。一般的なメディアプ

レイヤーと同様に、コンテンツを一時停止、再生、繰り返し再生、シャッフル再生で

きます。 

 

 

保護者様専用 Web サイト 

お子様の登録情報の管理、学習状況の確認のため、保護者専用 Web サイ

トが提供されます。 

 URL：https://parents.grapeseed.com 

 

お子様がアプリを利用している頻度、最近どのようなコンテンツを再生

したかなど、毎日の学習状況を確認できます。 

• 視聴時間  – お子様の日々の視聴時間を確認できます。 

• 最近の学び –お子様が最近視聴したコンテンツを再生できます。 

• 学んでいる単語 – お子様が学習した英単語を確認できます。 

 

 

ご利用までの流れ 

学園様から保護者様へ、招待コードが提供されます。 

保護者が招待コードを登録することで、お子様がアプリを利用開始できます。 

 

 

 

 

 

 
※保護者１名のアカウントでタブレット／スマートフォンあわせて 5 台までアプリを利用可能です。 

 

① 

【学園様】 

招待コードの発行 

② 

【保護者様】 

招待コードの登録 

③ 

【お子様】 

アプリの利用開始 

https://parents.grapeseed.com/
https://parents.grapeseed.com/

