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2016/09/01 1版 情報変更 学内ネットワークからの接続には汎用プロキシ不要 
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１ 初回ログイン設定（必須） 

 

１－１） MyWaseda にログイン後、[ホーム]メニュー [メール] の内の [Waseda メール] をクリックします。 

 

 

１－２） 「新しいアカウントへようこそ」画面が開きます。[同意する] をクリックします。 
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２ セットアップの進行状況を非表示にする（必須） 

２－１） セットアップの進行状況は［×］をクリックし、非表示にします。 
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３ Gmail の言語設定の変更（オプション） 

Waseda メール（Gmail）の初期設定言語は日本語となります。必要に応じて Gmail の言語設定を変更してください。 

参考（Gmail ヘルプ）: Gmail の言語設定を変更する

（https://support.google.com/mail/answer/17091?hl=ja&ref_topic=3394466） 

 

３－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  
 

３－２） [全般]-[言語] セクションで、プルダウン メニューから言語を選択します。 

 

 

３－３） ページ下部にある [変更を保存] をクリックします。 

 
 

https://support.google.com/mail/answer/17091?hl=ja&ref_topic=3394466
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４ 他の全ての Googleサービスの言語設定の変更（オプション） 

参考（Google アカウント ヘルプ）: 言語の変更 

（https://support.google.com/accounts/answer/32047?hl=ja） 

 

４－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  

 

４－２） [全般]-[言語] セクションで、[他の Google サービスの言語設定を変更] をクリックします。 

 
 

https://support.google.com/accounts/answer/32047?hl=ja
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４－３） アカウント設定のウィンドウが開きますので、[言語と入力ツール]を選択し、[言語]をクリックします。 

 

 

４－４）  [編集] をクリックします。 
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４－５） プルダウンメニューから言語を選び、[OK] をクリックします。 

  
 

４－６） 複数の言語を使用する場合は、 [他の言語を追加] を選択すると、複数の言語をアカウントのプロフィールに追加

できます。 

 

 

４－７） 表示言語の変更が完了したら、アカウント設定のブラウザウィンドウと Waseda メール（Gmail）ウィンドウを閉じてくだ

さい。次に、Waseda メールにアクセスしたときに選択した言語でページが表示されます。 
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５ 自動転送を有効にする（オプション） 

参考（Gmail ヘルプ）: Gmail のメールを他のアカウントに自動転送する

（https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=ja） 

※すべてのメールを自動転送する場合、転送先のメールアドレスは 1 つのみ設定可能です。 

※メールを複数のアカウントへ転送するには、「特定の種類のメールのみを転送する」の手順で、複数のアカウントへ転送する

ためのフィルタを作成します。 

※Gmail で迷惑メールと判定されたメールは、転送から除外されます。 

※転送の設定ができるのはパソコンの Web ブラウザのみです。モバイル用の Gmail アプリでは設定できません。 

 

５－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  

 

５－２） [メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。 

 

 

５－３） [転送] セクションで、[転送先アドレスを追加] をクリックします。 

 

 

https://support.google.com/mail/answer/10957?hl=ja
https://support.google.com/mail/answer/6579?hl=ja
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５－４） 転送先のメールアドレスを入力し、［次へ］をクリックします。 

 

 

５－５） [続行]、[OK]の順にクリックします。 

 

 

 

５－６） 転送先が～@～.waseda.jp アドレス以外の場合は、転送先アドレス宛に確認メールが送られます。 
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５－７） メールに記載されている確認リンクをクリックし、［確認］ボタンをクリックします。 

 

 

 

５－８） メール転送元の Gmail アカウントの「メール転送と POP/IMAP」ページに戻り、ブラウザを更新します。 

 

５－９） 受信メールの転送先となるアドレスを選択します。 

 
 

５－１０） 転送元の Gmail でメールをどのように処理するかを選択します。[Waseda メールのメールを受信トレイに残す] を

推奨します。 

 
 

５－１１） ページ下部にある [変更を保存] をクリックします。 
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６ メールソフトで Gmail を使用する（オプション） 

参考（Gmail ヘルプ）:メール クライアントに Gmail を設定する

（https://support.google.com/mail/troubleshooter/1668960?hl=ja&ref_topic=3398031） 

Gmail のメールは、Windows 10 標準メールアプリ や Apple Mail など、IMAP4 ならびに OAuth 2.0 の両方がサポートされて

いるメールソフトや端末からアクセスできます。 

 

※有線 LAN（DHCP）接続、有線 LAN（固定 IPアドレス）接続、研究室等の個別に設置した無線 LAN接続で、学内ネットワー

クから IMAP4 を利用するためには、汎用プロキシを使用する必要があります。 

※2016 年 9 月 1 日より、学内ネットワークからの IMAP4 利用には汎用プロキシが不要となりました。 

 

手順１: IMAP の有効化 

６－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  

 

６－２） [メール転送と POP/IMAP] タブをクリックします。 

 

 

https://support.google.com/mail/troubleshooter/1668960?hl=ja&ref_topic=3398031
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６－３） [IMAP を有効にする] を選択し、[変更を保存] をクリックします。 

 

 

手順２: メールソフトの設定 

６－４） 一般的なメールソフトの利用は下記の表を参考に設定ください。 

メールソフトの一般的な設定値 

メール アドレス Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

アカウント名、または、ログイン名 Waseda-net メールアドレス( ～@～.waseda.jp ) 

ユーザー認証 WasedaID、MyWaseda のログインパスワード 

アカウントの種類 IMAP 

受信メール サーバー 設定 サーバー名: imap.gmail.com 

ポート: 993 

暗号化方法: SSL 

認証方式: OAuth2.0 

送信メール サーバー 設定（SMTP) サーバー名: smtp.gmail.com 

ポート: 587 (または 465) 

暗号化方法: TLS（STARTTLS） (または SSL) 

認証方式: OAuth2.0（SMTP 認証を使用する） 

OAuth 2.0 対応メールソフト例 Windows 8.1／Windows 10 の標準メールアプリ 

Mozilla Thunderbird 38 以降 

MacOS X 10.11 の標準メールアプリ 

Gmail アプリ for iOS／Android OS 

iOS 9 以降の標準メールアプリ 

OAuth 2.0 非対応のため 

利用不可のメールソフト 

Windows Live メール 2012 

Outlook 2010／2013／2016 

Becky! Internet Mail 2 
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７ 差出人表示の変更（オプション） 

送信するメールに表示される名前を変更できます。 

たとえば、「t.ohkuma@waseda.jp」というメールアドレスに表示される名前を「大隈太郎」に変更することができます。 

 

参考（Gmail ヘルプ）: ユーザー名の変更 

（https://support.google.com/mail/answer/8158?hl=ja） 

 

７－１） 右上の設定アイコン をクリックし、[設定] をクリックします。 

  

 

７－２） [アカウントとインポート] タブをクリックします。 

 

 

７－３） [名前] セクションで [情報を編集] をクリックします。 

 

https://support.google.com/mail/answer/8158?hl=ja
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７－４） 送信メールに表示する名前を入力します。 

 

 

７－５） 画面下部にある [変更を保存] をクリックします。 
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８ お問い合わせ先 

８－１） 設定がうまくいかない場合は、下記問い合わせ先へご連絡ください 

Waseda メールに関する問合せ窓口 

  IT ヘルプデスク Waseda-net担当 

メール：waseda-net@list.waseda.jp 

 

mailto:waseda-net@list.waseda.jp
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