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1. Web メールの利用方法 

1.1. Web メールについて 

学生向けメールは Microsoft 社のクラウドサービス Office365 を利用します。 

学生のメールアドレスは、所属キャンパスに関わらず、xxxx@ed.tmu.ac.jp です。 

 

1.2. Web ブラウザーについて 

Office365 がサポートしているブラウザーは、下記のヘルプページを参照ください。 

https://support.office.com/ja-jp/article/web-%E7%94%A8-office-%E3%81%A7%E5%8B%95%E

4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%BC-ad1303e0-a3

18-47aa-b409-d3a5eb44e452 

 

1.3. Web メールシステムを利用するには 

上記の Web ブラウザーを利用して下記 URL へアクセスすると、Web メールシステムのログイン画面が表示さ

れます。 

https://www.outlook.com/owa/ed.tmu.ac.jp 

 

1.4. Web メールシステムへのログイン 

Web メールシステムの URL へアクセスすると、「ユーザーID」「パスワード」といった項目を含むログイン画面が

表示されます。 

以下の項目を入力して「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

➢ ユーザーID 

u＋学修番号下 7 桁 （学修番号の最初の 1 文字を u に置き換え）を入力 

➢ パスワード 

メールを利用する際のパスワードを入力 

 

 

https://support.office.com/ja-jp/article/web-%E7%94%A8-office-%E3%81%A7%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%BC-ad1303e0-a318-47aa-b409-d3a5eb44e452
https://support.office.com/ja-jp/article/web-%E7%94%A8-office-%E3%81%A7%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%BC-ad1303e0-a318-47aa-b409-d3a5eb44e452
https://support.office.com/ja-jp/article/web-%E7%94%A8-office-%E3%81%A7%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%82%B6%E3%83%BC-ad1303e0-a318-47aa-b409-d3a5eb44e452
https://www.outlook.com/owa/ed.tmu.ac.jp
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下記設定を求められた場合には、選択後保存してください。 

➢ 言語 

日本語（日本）を選択してください。 

➢ タイムゾーン 

（UTC +9：00） 大阪、札幌、東京を選択してください。 
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1.5. メールホーム 

Web メールシステムへログインするとメールの受信トレイが表示されます。 

 

画面の左部は、お気に入りフォルダ、メールボックスの各フォルダ（「受信トレイ」「送信済みアイテム」など）を

表示するナビゲーションウィンドウです。 

画面中央部は、現在選択しているメールフォルダに含まれるメールを一覧表示するウィンドウです。 

画面右部は、メールの詳細内容を表示する閲覧ウィンドウです。 

 

 

1.6. メール受信 

新着電子メールを確認するためには、ブラウザー画面上部の「表示」をクリックし、「最新の情報に更新」をク

リックしてください。 
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1.7. メール送信 

電子メールを送信するには、画面左部の「新しいメッセージ」をクリックしてください。 

 

 

 

画面右部にメール作成ウィンドウが表示されます。 

最低限、宛先、件名とその下の空白部分に本文を記入して、画面上部の送信ボタンをクリックして送信してくだ

さい。 
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1.7.1. 添付ファイル 

画面上部の「添付」-「このコンピューターから選択」または「クラウドの場所から選択」をクリックしてください。 

 

 

 

添付ファイルの選択ウィンドウが表示されるので、添付したいファイルを選び、開くボタンをクリックして添付ファイルを

指定してください。 

 
この状態でメールを送信すると選択したファイルが添付ファイルとして送信されます。 
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1.7.2. メッセージ形式の切り替え 

送信されるメールのメッセージ形式は html 形式です。テキスト形式に変更する場合は、下記手順を実施してくだ

さい。 

画面上部の「・・・」-「プレーンテキストに切り替える」をクリックしてください。 

 
 

1.8. ログアウト 

Office365 の利用を終了する場合には、画面上部の自身のアカウントマネージャーをクリックし、「サインアウ

ト」をクリックしてください。 

ログアウト後、必ずブラウザーを閉じてください。 

 

 

1.9. ヘルプ 

Office365 に関するヘルプページについては下記の URL を参照ください。 

http://help.outlook.com/ja-jp/ 

 

http://help.outlook.com/ja-jp/
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2. 学生メール（Office365）メールソフト利用方法 

メールソフトを利用して Office365 のメール送受信を実施する場合、メールの参照は POPS か IMAPS、メ

ール送信は SMTPS を利用することが可能です。 

 

メールソフトのサーバー設定情報は、Web ブラウザーから Office365 にログインして下記手順を実施してサー

バー情報を控えておいてください。 

画面上部の「アカウントマネージャー」マークをクリックし、「マイアカウント」をクリックしてください。 

 

 

画面上部の「歯車」マークをクリックし、「メール」をクリックしてください 
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画面左部の「POP と IMAP」をクリックしてください。 

 

 

メールソフトに設定するサーバー名、ポート番号、暗号化方式が表示されるので、利用する設定を 

メモしてください。 
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2.1. メールソフト「ThunderBird 」で POP/SMTP を利用する場合 

 

＜注意＞ 

Web メールとメールソフトを併用して利用する場合は、IMAP 方式で設定（P15 参照）してください。 

POP 方式で設定したメールソフトと Web メールを併用した場合、メールソフトで受信したメールが、Web メー

ルで読むことができない可能性があります。 

 

メールソフト「ThunderBird 」を例として説明します。 

下記 URLから ThunderBird をダウンロードし、インストールしてください。 

https://www.thunderbird.net/ja/ 

 

インストールされると、デスクトップに下記のようなアイコンが作成されますので、起動してください。 

 

 

表示された「既存メールアカウントのセットアップ」に下記の項目を入力して「手動設定」をクリックしてくださ

い。 

➢ あなたのお名前・・・受信者に表示される名前になります。ご自身の氏名を入力してください。 

➢ メールアドレス・・・・ご自身のメールアドレス（苗字-名前@ed.tmu.ac.jp）を入力してください。 

➢ パスワード・・・・・・・ご自身のパスワードを入力してください。 

 

 

https://www.thunderbird.net/ja/
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サーバー設定を入力して「再テスト」をクリックしてください。 ※下記画面はサンプルです。 

➢ 受信サーバー・・・「POP3」を選択 

➢ 受信サーバーのホスト名/ポート番号/SSL・・・P14 でメモしたサーバー名を入力 

➢ 送信サーバーのホスト名/ポート番号/SSL・・・P14 でメモしたサーバー名を入力 

➢ ユーザー名・・・自身のメールアドレス（苗字-名前@ed.tmu.ac.jp）を入力 

※u＋学修番号下 7桁 でありませんのでご注意ください。 
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「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。」と表示されたら設定は問題

ありません。「完了」をクリックしてください。 
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※設定完了後、「アカウント設定」―「サーバー設定」のセキュリティ設定の認証方式を「OAuth2」に 

変更することで、Microsoft365 の先進認証に対応します。 
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2.2. メールソフト「ThunderBird 」で IMAP/SMTP を利用する場合 

 

メールソフト「ThunderBird 」を例として説明します。 

下記 URLから ThunderBird をダウンロードし、インストールしてください。 

https://www.thunderbird.net/ja/ 

 

インストールされると、デスクトップに下記のようなアイコンが作成されますので、ダブルクリックして起動してくだ

さい。 

 

 

表示された「既存メールアカウントのセットアップ」に下記の項目を入力して「手動設定」をクリックしてくださ

い。 

➢ あなたのお名前・・・受信者に表示される名前になります。ご自身の氏名を入力してください。 

➢ メールアドレス・・・・ご自身のメールアドレス（苗字-名前@ed.tmu.ac.jp）を入力してください。 

➢ パスワード・・・・・・・ご自身のパスワードを入力してください。 

 

 

 

 

https://www.thunderbird.net/ja/
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サーバー設定を入力して「再テスト」をクリックしてください。 ※下記画面はサンプルです。 

➢ 受信サーバー・・・「IMAP」を選択 

➢ 受信サーバーのホスト名/ポート番号/SSL・・・P14 でメモしたサーバー名を入力 

➢ 送信サーバーのホスト名/ポート番号/SSL・・・P14 でメモしたサーバー名を入力 

➢ ユーザー名・・・自身のメールアドレス（苗字-名前@ed.tmu.ac.jp）を入力 

※u＋学修番号下 7桁 でありませんのでご注意ください。 
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「次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました。」と表示されたら設定は問題

ありません。「完了」をクリックしてください。 
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※設定完了後、「アカウント設定」―「サーバー設定」のセキュリティ設定の認証方式を「OAuth2」に 

変更することで、Microsoft365 の先進認証に対応します。 
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3. Web メールとメールソフトの併用について 

Web メールとメールソフトを併用して利用する場合は、IMAP 方式でメールソフトを設定してください。 

POP 方式で設定したメールソフトと Web メールを併用した場合、メールソフトで受信したメールが、Web メー

ルで読むことができない可能性があります。 
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4. メール転送設定方法 

大学のメールアドレスに届いたメールを個人で所有している PC 等のメールアドレスへ、転送設定することが

できます。転送設定は Office365 に Web ログインをして実施します。 

ただし、転送設定できるメールアドレスは、1 アドレスのみになります。 

※教員用メールと異なり、利用者メニューからの設定ではありませんのでご注意ください。 

 

 

4.1. メール転送設定 

 

① 画面上部の「歯車」マークから、「Outlook のすべての設定を表示」をクリックします。 
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② 左のメニューから「転送」をクリックします。 

③ 「転送を有効にする」にチェックします。 

④ 「メールの転送先」に転送先のメールアドレスを入力します。 

⑤ サーバーにメールを残して転送する場合は、「転送されたメッセージのコピーを保持する」にチェックします。 

⑥ 最後に「保存」をクリックします。 
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5. モバイルからの利用 

下記リンクを参照し、対応したモバイル機器から利用してください。 

セットアップ内容は、本手順書のWebメールの章と学生メール（Office365）メールソフト利用方法の章を参

考にしてください。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/office365-suite-help/HA103991814.aspx 

 

 

以上です。 

http://office.microsoft.com/ja-jp/office365-suite-help/HA103991814.aspx

