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概要

メールツール の活用（２）はメールの閲覧、返信、
ダウンロード方法を説明します。この Tips は以下の
内容を含んでいます。
●新着メールのアイコン表示
●メールメッセージの画面説明
●メールの閲覧

図 1 メールメッセージ画面

●メールの返信

ボタン （図 1 の①）

●メールのダウンロード

Ø

メッセージを作成

メールメッセージを作成するときに使います。
Ø

一覧更新

新着メッセージを確認する時やメールメッセージの

新着メールのアイコン表示

画面を更新する時に使います。
Ø

検索

メールに新しいメッセージが届いた時に、

検索をクリックすると、メールを検索 画面が表示され

myWebCT のコースニュースにアイコン｢
｣が表示
されます 1。またコースのホームページのメールのア
イコン表示が以下のように変わります。

ます（図 2）。以下の条件に基づいて、メールメッセ
ージ検索するときに使います。条件を入力した後、検
索をクリックすると、メールメッセージ画面が条件に
基づいた検索したメールが表示されます。
・検索：すべて、未読
・フォルダ：受信箱、送信箱 、下書き 、すべて 、
（ま
たは作成したフォルダ）
・基準：作成者の姓、名、ユーザ ID、件名、メッセ

左：通常のアイコン

ージ番号、日付、メッセージ本文

右：新着または未読メッセージありのアイコン

・値
・比較条件：を含む、に等しい、前、後、で始まる、
で終わる

メールメッセージ画面説明

メール 画面でフォルダをクリックすると、メールメッ
セージ 画面が表示されます。
メールメッセージ画面は様々な機能が表示されてい
ます。以下それらについて説明します。

図 2 メールを検索画面
Ø

1

コースニュースは使用可能に指定すると表示されます。デフォル

すべてを既読

すべてのメッセージあるいは各フォルダ内の未読メッセー
ジ既読する時 に使います。

トでは使用可能です。

Ø

1

メッセージオプション

メッセージが多い場合、画面の一番下にあるアクション機

未読のメッセージを既読にする時に使います。

能が見えません。画面の一番下にあるアクション機能に

Ø

移動する時メッセージオプションをクリックすると移動でき

既読のメッセージにマークなどを付けたい時に、メッ

ます。

セージを未読にして、太字で表示することができます。

Ø

Ø

表示：すべて／未読

未読

削除

メッセージをすべて表示する時、または未読メッセージの

メッセージを削除する時に使います。

み表示する時に使います。

Ø

Ø

メッセージを別のフォルダ に移動するときに使いま

スレッド化／スレッド解除

メッセージをスレッドにして表示する時、または日付順に

移動先

す。

表示する時に使います。
Ø

フォルダを選択

メールの閲覧

他のフォルダのメッセージ画面を表示する時に使います。

カラム （図 1 の②）
Ø

Ｎｏ

1. メール画面で閲覧したいメールのフォルダをク

スレッド解除の場合は「No.」カラムが表示されます。メッ

リックします。するとメールメッセージ画面が表

セージの番号が表示されます。

示されます。

Ø

状態

表示の設定によって、メッセージを閲覧する方法が違
います。
Ø
「スレッド化」の場合

スレッド化の場合は「状態」カラムが表示されます。
「 」・「 」というアイコンが表示されます。スレッドの「 」を
クリックすると、「 」に変わり、メッセージが展開され ます。

a.｢件名｣の横の「 」虫眼鏡アイコンをクリックしま
す。するとメッセージが新しいブラウザウィンドウ
に表示されます。１つのスレッドに複数のメッセー
ジがある場合はすべてのメッセージが一覧表示に

また状態のカラムに分数形式が表示されます。分子は未読
メッセージの数を表しています。分母はその件名のすべて
のメッセージの数字を表しています。未読のメッセージは

なります。メッセージが開いた画面で
または
のアイコンをクリックすると、前または後のスレッ
ドに移動できます。

｢ ｣アイコンが表示されます。既読のメッセージは｢ ｣ア
イコンが表示されます。スレッド解除の場合、状態カラム
は｢

｣｢

Ø

件名

｣のアイコンが表示されます。

b.「状態」カラムの左にある「 」矢印アイコンをクリ
ックします。するとスレッドが展開されます。件名
をクリックすると、メッセージが新しいブラウザウ
ィンドウが表示されます。メッセージが開いた画面
で「
」または「
」のアイコンをクリックすると、

未読メッセージは太字で表示されます。
スレッド化の場合、件名の左に「

」が表示されます。ア

イコンをクリックすると、一連のメッセージが新しいブラ
ウザウィンドウで表示されます。

前または後のスレッドに移動できます。「

Ø

は「
」のアイコンをクリックすると、前または後
のメッセージに移動できます。

フォルダ

「すべて」フォルダを選択したときに表示されるカラムで

」また

す。どのメッセージがどのフォルダに入っているかを確認

メッセージを作成した日付が表示されます。但しスレ

Ø
「スレッド解除」の場合
表示がスレッド解除の場合は、そのまま件名をクリッ
クするとメッセージを閲覧することができます。
「
」または「
」のアイコンをクリックすると、前
または後のメッセージに移動できます。
Ø
メッセージに添付ファイルがある場合
メッセージに添付ファイルがある場合は、状態のカラムに

ッド化でメッセージを展開しないと表示されません。

｢ ｣クリップアイコンが表示されます。またメッセージウィ

アクション （図 1 の③）

ンドウに｢ 添付ファイルを表示｣というリンクが表示され
ます。添付ファイルを表示させたい場合はクリップをクリ

選択したメッセージに対して以下の機能を使用する時にボ

ックします。すると添付ファイルのブラウザウィンドウが

タンをクリックします。

新しく立ち上がります。ファイルを表示する場合は、ファ

Ø

イル名をクリックします。ファイルをダウンロードする場

することができます。
Ø

作成者

メッセージの作成者の名前とユーザ ID が表示されます。但
しスレッド化でメッセージを展開しないと表示されません。
Ø

日付

コンパイル

メッセージを抜粋して、一覧表示することができます。

合は、ファイル名の横にあるラジオボタンにチェックを入

Ø

れて、ダウンロードをクリックして、ダウンロードの手順

既読

2

に従います。

が表示されます。

2. メッセージの閲覧が終わったら閉じるをクリッ

2. 保存をクリックします。すると名前を付けて保存

クすると、メールメッセージ 画面に戻ります。一

画面が表示されます。

覧更新をクリックすると、未読のメッセージのア

3. ｢ファイル名｣は自動的に｢message̲X（メッセージナ

イコンは既読に変わります。また新着メッセージ

ンバー）.txt｣という名前になります。ファイル名

を確認することができます。

を自由に変更し、保存先を指定して保存をクリッ
クします。するとファイルがダウンロードされます。
4. 閉じるをクリックします。これでダウンロードが

メールの返信

完了です。ダウンロードしたメッセージを確認す
る場合は、ファイルを開いて確認してください 3。
またメッセージ画面を閉じる場合はメ ッ セ ー ジ

メッセージの返信は「返信」「転送」「引用」があります。

画面の閉じるをクリックします。

必要に応じて、メールを返信します。
Ø

Ø

返信
送信者のメッセージを引用せずに、返信する場合

この Tips は以下の環境で確認しました。

に使います。送信者のメッセージがメッセージ画

■

サーバ：WebCT4.0 日本語版 / RedhatLinux 7.3

面の下に表示されます。

■

クライアント OS：Windows2000

2

転送

クライアントブラウザ：IE6.0SP1

メッセージを含んで、他のユーザに送る場合に使
います。送信者のメッセージが｢ メッセージ｣テキ

(2004 年 3 月 31 日 周 孟青作成)

ストボックスにコピーされます。この場合は送信
先を選択する必要があります。
Ø

引用
送信者からのメッセージを含んで、送信者に返信
する場合に使います。
送信者のメッセージは｢メッ
セージ｣テキストボックスと画面の下に表示され
ます。

手順
1. メッセージが開いた画面で上記の３つの方法を
どれか１つクリックします。するとメールを作成
画面が表示されます。
2. メッセージを入力して、送信をクリックすると、
メール メッセージ画面が表示されます。送信した
ことを確認する場合、「送信箱」で確 認 で き ま す 。

メールのタウンロード

メールメッセージを自分のパソコンにダウンロード
することができます。メッセージはテキスト形式でダ
ウンロードされます。
手順（ブラウザが IE の場合）
1. メッセージが開いた画面でダウンロードをクリ
ックします。するとファイルのダウンロード 画面
3

2

現在WebCT4.0 日本語版では「転送」ボタンは「次へ」になっています。
WebCT社に修正依頼済みです。

メッセージが文字化けした場合、
テキストエディタ
（秀丸など）を使って、

文字コードをUTF-8に変換してください。
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