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⼤切なメールが【迷惑メール】フォルダに⼊ってしまうとき

Oﬃce Mix の終了と SlideShare

相手から送信されたはずのメールが届かない ・ ・ ・ こんなことがありませんか？ メールの
フォルダを調べてみると、 迷惑メールフォルダに自動的に入っていることがあります。
このような場合、 以下のように、 各個人のメール設定によって、 迷惑メールフォル
ダに送られないようにすることが可能です。
ただ、 「迷惑メールではないのに ・ ・ 」、 あるいは 「ちゃんとした相手なのに ・ ・ 」
と感じることもあると思いますが、 これは、 悪意を持った標的型メールや、 詐欺メー
ルなどの本当の迷惑メールを含む世界中からの膨大な量のメールの安全性をメール
システムが複合的にチェックする段階で発生してしまいます。 本当の迷惑メールが巧
妙になるにつれ、 判定がより難しくなってきていることもあると思われますが、 本学で
利用しているメールシステム Microsoft Office365 も含め、 他のメールシステムでも、
同様のことが発生し、 メールシステム全体としての課題点となっています。 しかし、
その問題を解決のために、 複雑な仕組みであるメールシステム本体の設定変更は
難しいのですが、 下記に示すように、 個人ごとの設定で、 特定のメールまたはすべ
てのメールを迷惑メールフォルダに入らないように設定することが可能です。 以下に、
2 種類の設定方法を記述しましので、 必要な場合には各自設定変更を行ってみては
いかがでしょうか。 どちらの設定もまず Web メールにサインインして設定を行ってください。
【Web メール https://www.outlook.com/owa/dokkyomed.ac.jp】
（情報基盤センターのホームページからもリンクがあります）

LMS の利用時に、 学生たちがスライド
資料をダウンロードできない形で公開する
場合など、 この数年間は、 Microsoft
の Office MIX を使うことができました。
しかし、 Microsoft が本年 5 月 1 日に
サービスを停止したこともあり、 他の選択
肢として、 SlideShare を紹介します。

迷惑メールも全て受信トレイに入るようにする方法
１． Web メール画面上のタイトルバー右側にある
をクリック。
→ アプリの設定の中の 【メール】 を選択する。
２． 画面左側のメニューから、
【メール】→【アカウント】→【許可 / 拒否】 の順にクリック。
３． 【メールを [ 迷惑メール ] フォルダーに移動しない】 にチェックを入れて
【保存】 をクリック。

特定の相手のメールが迷惑ールフォルダに入らないようにする方法
１． WEB メール画面上のタイトルバー右側にある
をクリック。
→ アプリの設定の中の 【メール】 を選択する。
２． 画面左側のメニューから、
【メール】→【アカウント】→【許可 / 拒否】 の順にクリック。
３． 信頼できる差出人と宛先のリストの欄の 【ここに送信者またはドメインを
入力してください】 という枠に、 迷惑メールに分類されたくないメール
アドレスまたはドメイン （＠以下） を入力して 【＋】 をクリック。
４． 下の枠に入力したものが入ったことを確認して 【保存】 クリックする。
※この設定は、 迷惑メールフォルダー内のメールを選択→右クリック→
【迷惑メールにしない】 の操作をすることで自動的に追加することもできます。

【SlideShare https://www.slideshare.net/】

SlideShare を 利 用 す る た め に は、
LinkedIn ( リンクトイン ) のアカウントを
作る必要がありますが、 スライド公開に
関する機能を現在は無料で使うことがで
きています。 設定を行うことによっ て、
スライドをダウンロードできないようにした
り、 URL ( アドレス ) を知っている相手
に限定してスライドにアクセス可能とする
ことができます。
以下のサイトに利用開始の手順や、
操作方法、 各種設定のしかたなどが、
わかりやすく説明されていますので、 ご利
用を検討されている方はご参照ください。
【ぼくらのハウツーノート SlideShare の使い方
https://www.howtonote.jp/slideshare/】

正しい申請と設定を︕
ー 学術ネットワーク接続機器 ー
最近、 申請されていない機器を学術ネッ
トワークに接続されてトラブルが発生してい
るケースが増えています。
例えば、 PC を接続するために申請した
IP アドレスで無線 LAN のルーターを設置し
てしまい、 さらに誤った設定や接続により、
周りのネットワークや他の方の業務を妨げ
てしまう事象が発生しています。
学術ネットワークに機器を接続される場合
には、 必ず適切な申請と指定された設定
を行ってください。 不適切な利用は、 他の
利用者への迷惑や業務への影響もあること
から、 接続を制限する場合もあります。
※使用場所によっては PC は申請不要
となっています。 情報基盤センターの
ホームページをご確認ください。
【情報基盤センター

http://infoed.dokkyomed.ac.jp】

〇各種お問合せ先〇 ※埼玉、三郷、日光からは直通番号をご利用ください。
・各種利⽤申請について
・メール /Oﬃce365
壬生内線 ： 2514
直通 ： 0282-87-2274

・無線 LAN「DARWiN」
・ウイルス対策ソフト「Sophos」
壬生内線 ： 2241
直通 ： 0282-87-2136

メールでのお問い合わせ

・Microsoft 包括ライセンス
・統計解析ソフト「SPSS」
・LMS（学習・授業⽀援システム )
壬生内線 ： 2242
直通 ： 0282-87-2136

✉︓cict@dokkyomed.ac.jp

＜対応時間について＞
【月～金】8:50 ～ 17:00
【土】8:50 ～ 14:00
※11:30 ～ 12:30 を除く
※第 3 土、日、開学記念日、祝祭日、
年末年始を除く
※メールでのお問合せは 24 時間受
付けておりますが、返信は業務時
間内とさせていただいております。
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