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 はじめに 

当手順書では、本学の卒業生が在学中のメールデータを卒業後も見られるようにするための手順

を説明しています。 

本学の学生は在学中に 学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jpという形式のメールアドレス（以降、

在学中のメールアドレスと記載）を利用できますが、このアドレスは卒業後には利用できなくなりま

す。 

その代わり、本学の卒業生は卒業後に 学籍番号＠sendai-shirayuri.jpという形式のメールアド

レス（以降、卒業後のメールアドレスと記載）を利用できるようになります。 

在学中のメールアドレスは卒業後使用できなくなるため、在学中のメールアドレス宛に届いたメ

ールは卒業後見られなくなります。そのため、卒業後にも在学中のメールを見たい場合は、あらかじ

め在学中のメールアドレスのメールデータをコピーしておく必要があります。 

当手順書では、在学中のメールアドレスのメールデータをコピーして卒業後のメールアドレスの

メールデータとして保存する手順を説明しています。この手順後、卒業後のメールアドレスでログイ

ンすることで在学中のメールを見ることができるようになります。 

卒業年度中もしくは卒業後に、在学中のメールアドレスと卒業後のメールアドレスの両方を利用

可能な期間があるため（約１ヶ月間）、この期間内に当手順書の手順を行っていただく必要がある点

にご注意ください。 

当手順書は https://support.google.com/accounts/answer/6386856 の「コピープロセスを開始

する」の手順を、スクリーンショットを加えて説明したものです。最新の情報が必要な場合はこの URL

を参照して下さい。 

  

https://support.google.com/accounts/answer/6386856
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1.1. 当手順書の対象者 

本学の学生 

1.2. 注意事項 

※ 当手順書の手順を確認している OS は以下となります。 

Windows7 

※ 当手順書の手順を確認しているインターネットウェブブラウザは以下となります 

Internet Explorer 11 

Internet Explorer 10 

Google Chrome 

Mozilla Firefox 

※ 当手順書では Google Chrome を使用した場合のスクリーンショットを使用して手順の説明を行っ

ていますが、上記のウェブブラウザでも同様の手順で行うことが可能です。 

※ 当手順書を無断で学外公開することを禁止します。必要な場合は、情報システム管理室までご連絡

ください。 

1.3. 登録商標 

記載されている会社名・製品名は、各社の登録商標または商標です。 
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 メールアドレスとパスワードを確認して下さい 

在学中のメールアドレスと卒業後のメールアドレスの両方のパスワードが必要です。

http://www.google.com/gmail/ にアクセスして、それぞれのメールアドレスでログインできるか確認して

く だ さ い 。 両 方 の ア ド レ ス で ロ グ イ ン で き た 場 合 は 、 14 ペ ー ジ の 「 3. ブ ラ ウ ザ で

https://takeout.google.com/transfer/ を開きます」へ進み、以降の手順を行なってください。 

在学中のメールアドレスのパスワードは入学後のガイダンス等で、自分で設定したパスワードとなって

います。 

卒業後のメールアドレスのパスワードはメールアドレスが使用可能になった時点以降に自分で設定し

たパスワードとなっています。まだ卒業後のメールアドレスのパスワードを設定していない場合は次ペー

ジ以降の手順でパスワードを設定してください。 

在学中のメールアドレスのパスワードを忘れてしまった、または、卒業後のメールアドレスのパスワー

ドを設定したが忘れてしまったという場合は、仙台白百合女子大学 情報システム管理室 ℡ 022-372-

3254 （代表）までご連絡ください。 

  

在学中のメールアドレスのパスワードを覚えている 

（http://www.google.com/gmail/でログインできた） 

卒業後のメールアドレスのパスワードを設定した 

設定した卒業後のメールアドレ
スのパスワードを覚えている
（http://www.google.com/gmail/

でログインできた） 

14 ペ ー ジ の 「 3. ブ ラ ウ ザ で
https://takeout.google.com/transfer/ 

を開きます」へ 

次ページへ進み、卒業後のメー
ルアドレスのパスワードを設定 

お問い合わせください。問い合わせ先は
仙台白百合女子大学 情報システム管理
室 ℡ 022-372-3254（代表） 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 

http://www.google.com/gmail/
https://takeout.google.com/transfer/%20を開きます
http://www.google.com/gmail/
http://www.google.com/gmail/
http://www.google.com/gmail/
https://takeout.google.com/transfer/%20を開きます
https://takeout.google.com/transfer/%20を開きます
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2.1. 卒業後のメールのパスワードの設定を行います。手元に情報システム管理室から配布され

たパスワードを用意してください。 

情報システム管理室から配布されたパスワードとは、入学後のガイダンスで情報システム管理室から配

布された名刺サイズの紙に書かれているパスワードで、コンピュータ演習室等の PC にログオンする際に

入力するパスワードのことです。 

卒業後のメールアドレスの初期パスワードは情報システム管理室から配布されたパスワードに設定さ

れているため、卒業後のメールアドレスを最初に使用する時のみ情報システム管理室から配布されたパス

ワードが必要になります。そして、最初の使用直後にパスワードの変更をすることになるため、２回目以

降にメールを使う場合は自分で設定したパスワードを使用することになります。 

手元に情報システム管理室から配布されたパスワードがあることを確認して次ページ以降の手順を行

い卒業後のメールアドレスを使用できるように設定してください。 

情報システム管理室から配布されたパスワードが書かれた紙をなくした等、パスワードがわからない場

合は仙台白百合女子大学 情報システム管理室 ℡ 022-372-3254（代表）までご連絡下さい。 
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2.2. ブラウザで http://www.google.com/gmail/ を開きます。 

 

  

http://www.google.com/gmail/
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2.3. 卒業後のメールアドレスを入力し、次へをクリックします 

卒業後のメールアドレスは 学籍番号＠sendai-shirayuri.jp という形式のアドレスです。 
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2.4. 情報システム管理室から配布されたパスワードを入力します 
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2.5. 次へをクリックします 
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2.6. 同意するをクリックします 
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2.7. ここで、卒業後のメールアドレスのパスワードを設定します。パスワードは何でもかまい

ませんが、８文字以上で、アルファベットの小文字と大文字、数字、記号（＃、％等）を

含めることをお勧めします。また、パスワードは忘れないようにメモしておくことをお勧

めします。 

 

（注意）情報システム管理室から配布したパスワードへの変更（同じパスワードへの変更）はできない

場合があります。また、極端に文字数が少ない、規則性がある、誕生日等のセキュリティが弱いパスワー

ドを設定することもできない場合があります。パスワードの変更時にエラーが出た場合はこれらのパスワ

ード以外のパスワードを設定してください。 
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2.8. パスワードを作成とパスワードの確認の両方に自分で決めたパスワードを入力後、パスワ

ードを変更をクリックします。 
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2.9. パスワードの変更が成功していればログインして画像のような画面となります。以降、卒

業後のメールアドレスを利用する際には、2.7で設定したパスワードを使用してログイン

することになります。 
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2.10. 右上のマークをクリックしてログアウトをクリックし、ログアウトを行います。 

 

以上で卒業後のメールアドレスのパスワードを設定する手順を終了します。 

次ページ以降で在学中のメールアドレスのデータをコピーして卒業後のメールアドレスで見ることが

できるようにします。 
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 ブラウザで https://takeout.google.com/transfer を開きます。 

 

  

https://takeout.google.com/transfer
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 在学中のメールアドレスを入力し、次へをクリックします。 

在学中のメールアドレスは 学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp という形式のアドレスです。 
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 在学中のメールアドレスのパスワードを入力します。 

以前にブラウザでメールを見るなどして、パスワードが入力済みの場合、この手順はスキップされる場

合があります。 
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 次へをクリックします 

 

  



在学中に利用していた大学 Gmailのメールデータを卒業後の大学 Gmailへコピーする手順 

 

18 
©仙台白百合女子大学 情報システム管理室 

 ログインに成功すると画像のような画面が表れます。下へスクロールして下さい。 
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 メールアドレスを入力してくださいと書かれた部分に、卒業後のメールアドレスを入力し

ます。 

卒業後のメールアドレスは 学籍番号＠sendai-shirayuri.jp という形式のアドレスです。 
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 コードを送信をクリックします 
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 コードを送信に成功すると画像のような画面が表れます。 

データ移行のために必要なコードが卒業後のメールアドレスに送信されました。 
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 一番上までスクロールし、右上のマークをクリックしてログアウトをクリックします。 

当手順書の手順で進めた場合、この段階で在学中の Google アカウント（在学中のメールアドレス）で

ログインしているので、一旦ログアウトし、その後卒業後の Google アカウント（卒業後のメールアドレ

ス）でログインしてデータ移行に必要なコードが書かれたメールを確認します。 
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 ブラウザで https://www.google.com/gmail/を開きます。 

 

  

https://www.google.com/gmail/
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 卒業後のメールアドレスを入力し、次へをクリックします。 

卒業後のメールアドレスは 学籍番号＠sendai-shirayuri.jp という形式のアドレスです。 
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 卒業後のメールアドレス 学籍番号＠sendai-shirayuri.jp のパスワードを入力します。 
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 次へをクリックします。 
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 アカウントの確認というタイトルのメールを開きます。 

アカウントの確認というタイトルのメールが届いていない場合はしばらく待ってからメールを確認し

て下さい。しばらく待ってもこのメールが届いていない場合はもう一度手順３からやり直してください。 
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 確認コードを取得をクリックします 
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 確認コードをメモしてください 
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 右上のマークをクリックし、ログアウトをクリックします 
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 手順３ – ６をもう一度行ってください。６の手順後、下のような画面になります 

学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp のアドレスにログインする点に注意して下さい。 
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 手順 18でメモしたコードを入力します 
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 確認をクリックします 
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 学籍番号＠sendai-shirayuri.ac.jp から 学籍番号＠sendai-shirayuri.jp への移行になっ

ていることと、ドライブと Gmailがオンになっていることを確認し、転送を開始をクリッ

クします。 

 

  

青い丸が右に来
ていればオンに
なっています 
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 この画面になればコンテンツ移行の手続きは完了です 
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 右上のマークをクリックしてログアウトをクリックします。 

 

  



在学中に利用していた大学 Gmailのメールデータを卒業後の大学 Gmailへコピーする手順 

 

37 
©仙台白百合女子大学 情報システム管理室 

 手順１２ – １５を再び行い卒業後のメールアドレスでログインして下さい。 

在学中のメールがあれば成功です。在学中のメールは順次コピーされるので、全部コピーされるまでに

時間がかかることがあります。１週間程度待っても在学中のメールがコピーされていない場合は、当手順

書の作業を最初からやり直してください。 

 

以上で在学中のメールデータを卒業後も見られるようにするための手順を終わります。 

おつかれさまでした。 

在学中のメールがコピー

されている 


