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Classiホームアプリ
Classi Web版の機能をコンパクトにまとめたアプリです。
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アプリをインストールする
01

スマートフォン、タブレットからGoogle Play™／App Store® に
アクセスし、アプリをインストールする (Classiサイトではありません)

1

利用端末に合わせて、
Google Play™ または
App Store ® を起動

2

検索ボックスに［Classiホーム］と
入力し、検索を実行

3

検索結果に表示された
［Classiホーム］ アプリをタップし、
インストール

02

Android™の場合

Classiホーム

ログインする

1

インストールされた Classiホームの
アイコンをタップ

2

［保護者向けログイン］をタップ

3

ID・パスワードを入力し、［ログイン］
をタップ
※iOS端末の画面を掲載しています。
Androidの端末の場合、画面が多少異なります。

ベネッセのIDをご利用の場合は、
こちらからログインしてください。
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iOSの場合

「Classiホームアプリ」について
アプリの特徴
・通知

Classiに届いた最新情報を、プッシュ通知や新着バッジで受け取ることができます。

・アプリログイン

ご利用の度に、Classi IDやパスワードを入力する必要がありません。
※最後にアクセスしてから1ヶ月以上ログイン状態を保持します。
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▼推奨環境

章

デバイス
スマートフォン

環境

Android

Android OS 6 以上＋Chrome 最新版

iPhone

iOS 11 以上 ＋ safari

Android Tablet

Android OS 5 系 (Lenovo Tab2のみ) , 6 以上＋Chrome 最新版

iPad

iOS 11 以上 ＋ safari

Windows Tablet

Windows 8.1, 10 ＋ IE 11

Classiホームアプリで、使用可能な機能
アカウント
・通知の設定
・「ご利用ガイド」「よくある質問」
へのリンク
・利用規約
・ログアウト

お知らせ P.16-17

校内グループ P.18

成績カルテ P.19

メッセージ P.19

アンケート P.19

こちらの機能はお使い
になれません。

スマホ、タブレット、どちらも
ご利用できる機能は同じです
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タブレット

種別

お知らせ・通知方法
お知らせの種類
Classiホームのお知らせは、３つのカテゴリに分かれて届きます。
・受信ボックス … 学校からのお知らせ、アンケートやメッセージの受信
・みんなの反応 … 自分の投稿に「コメント」や「いいね」をされたとき
こちらの機能はお使い
になれません。
・Classi便り … Classiからのお知らせ

新着が届いたタブにバッジ
（赤丸）が表示されます。
［受信ボックス］［みんなの反応］
［Classi便り］それぞれのタブを
タップし、内容を確認してください。

20XX/02/15 (金)

通知方法
お知らせのカテゴリによって、通知方法が異なります。
・受信ボックス … 「プッシュ通知」＋「サウンド」＋「新着バッジ （赤丸）」を表示
・みんなの反応／Classi便り … 「新着バッジ（赤丸）」のみ表示
※Androidは端末により、アプリアイコンに新着バッジを表示しない機種があります。
※Classi便り、見ました（保護者の投稿）については、端末ホーム画面にあるアプリアイコンには新着バッジが
表示されません。

プッシュ通知と新着バッジ
「新着バッジ」

「プッシュ通知」 ※通知時にサウンドが鳴ります

※赤丸がつきます

新着バッジ

プッシュ通知
・端末のホーム画面にお知らせが
表示されます

・端末ホーム画面にあるアプリアイコンに
バッジが表示されます

・通知をタップし、続けて［開く］を
タップすると対象の画面に直接
アクセスできます

・アプリアイコンのバッジ内の数字は、複数件
新着が来ている場合でも１と表示されます
・アプリを開くと、お知らせアイコンに
バッジが表示されます（件数表示なし）
・お知らせ画面に入ると、新着が届いたタブに
バッジが表示されます

サウンド
・プッシュ通知の着信時に音と
バイブレーションが鳴ります

※iOS端末の画面を掲載しています。
Android端末の場合、画面が多少異なります。
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通知を受信する・お知らせを確認する
［受信ボックス］［みんなの反応］［Classi便り］ 通知受信時の画面イメージです。
［受信ボックス］の場合
①プッシュ通知と
サウンドを受信

②アプリアイコン
をタップ

③お知らせアイコンをタップ

④受信ボックスより新着のお知らせ
をタップ

⑤対象の画面にアクセス
（画像はアンケート回答開始画面）

倉石太郎

生徒用

水 15:00
20XX/02/07 17:00

学校満足度調査が１学年１保護者に配信されました。

バナーをタップして④の画面に直接
アクセスすることもできます

Classi便りの場合
［みんなの反応］の場合
①アプリアイコン
をタップ

③みんなの反応またはClassi便り
より、新着のお知らせをタップ

②お知らせアイコンをタップ

④対象の画面にアクセス
（画像はClassiからのお知らせ）

20XX/6/19 (火)

プッシュ通知、および
サウンドの着信なし

倉石太郎

倉石太郎
倉石太郎

倉石太郎
倉石太郎

20XX/01/09 15:00

【告知】20XX年6月15 (火)より校内グループがリニューアルされます！

＜Classiホーム 保護者機能・通知一覧＞

● = 通知あり
空欄 = 通知なし

※通知が届かない場合は、お使いの端末本体の通知設定がオンであることをご確認ください。

お知らせのカテゴリ
機能

受信ボックス

内容

※プッシュ通知、サウンド、
新着バッジ

Classiからのお知らせ

Classiからのお知らせを受信したとき

学校からのお知らせ

学校からのお知らせを受信したとき

●

アンケートを受信したとき

●

（アンケート未回答の場合） 回答期限の前日

●

アンケート
回答したアンケートにコメントされたとき

●

自分の投稿に「いいね」がされたとき

●

自分の投稿にコメントされたとき

●

自分がコメントした投稿にコメントされたとき

●

所属している校内グループに投稿されたとき

●

メッセージを受信したとき

●
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Classi便り

※新着バッジのみ

●

校内グループ

メッセージ

みんなの反応
※新着バッジのみ

校内グループ

※学校の設定により、使用できない場合があります。

学年単位やクラス単位、部活動など、生徒

先生と情報共有が行えます。
が所属しているさまざまな校内グループか
グループに配信されたアンケート・コンテンツなどの
らお知らせが届きます。
お知らせが表示されます。

グループに配信されたアンケート・コンテ
ンツなどのお知らせが表示されます。

＊＊

メニュー
をタップすると、サイドバーが開
き、グループ毎に配信されたお知らせを確認
することができます。

グループを選択した画面右上の
をタップ
すると、以下のメニューが表示されます。

［グループ情報］
グループの人数、説明、保護者の機能制限
が確認できます。

［検索］
グループのキーワードまたは投稿者で
グループ内検索ができます。

［マイグループ登録（解除）］
グループをタップして、マイグループの登録
や解除ができます。

マイグループを登録する
1

メニュー

2

マイグループの［登録・編集］を
タップ

をタップ

20XX

マイグループの［登録・編集］
・「参加グループ」の中から、よく閲覧するグ
ループを「マイグループ」に登録し、サイド
バーの上部に表示させることができます。
・マイグループは並び順を変更することがで
きます。
・最大40グループまで登録が可能です

3

参加グループ一覧から、マイグルー
プに登録するグループ名をタップし
て選択
サイドバーの表示順（並び順）の設定
選択済みのグループは青色で表示され、選
択した順にナンバリング（1～40）されます。
ナンバリングの順がマイグループの並び順に
なります。
※再度タップすると選択が解除されます。

4

［登録］をタップ
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アンケート

※学校の設定により、使用できない場合があります。

先生から配信されたアンケートの回答・回答履歴が
確認できます。
回答は、保護者1・２どちらかのアカウントのみで
可能となり、回答者のみ履歴をご確認いただけます。

アンケート回答
先生から配信されたアンケートの一覧が表示
されます。
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2/5

回答済の履歴一覧が表示されます。
［確認する >］をタップするとアンケートの
内容を確認することができます。

12/5

11/1

成績カルテ
各項目のタブを切り替えて、お子様の出欠状況や
時間割、成績・志望校をご覧いただけます。
①近況
■年間・学期ごとの出欠状況を表示
■1週間の時間割を表示

②志望校
■校内での志望校調査の結果を表示
■ベネッセのテストで記入した志望校を表示
■アンケート機能でお子様が回答した志望校を表示

③成績
■校内のテストやベネッセ以外のテスト結果を表示
■ベネッセのテスト結果を表示

20XX

④学習
■学習時間の変化を表示
■ベネッセのテストでの学習アンケート結果を表示
■学習や課外活動などの振り返りアンケート結果を表示

１学年１学期末テスト

20XX/07/05(木)～20XX/07/11(水)

１学年１学中間テスト

20XX/05/024(木)～20XX/05/28(月)

※各種項目について、学校で登録がある場合のみ、表示されます。

メッセージ

※学校の設定により、使用できない場合があります。

先生と個別にやり取りができます。
＊＊＊

保護者1・２のアカウントはセットでの登録です。

＊＊＊

＊＊＊

20XX/01/20 13:34

20XX/01/18 10:40

20XX/01/20 13:34
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アンケート回答履歴

