
令和 2 年 4 月 20 日 
 
三鷹国際学生宿舎入居者各位 
 

東京大学教養学部等 
学生支援課厚生チーム 

  
4/15 付けで、東京大学 HP の 
 
「新型コロナウイルス感染症に関連する対応について」において、 
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/general/COVID-19.html 
 
「宿舎における新型コロナウイルス感染症対策について」 
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400137992.pdf 
 
が掲載されました。重要な内容ですのでよく読んでください。 
また、三鷹国際学生宿舎の実態に則しまして以下の通り補足いたします。 
 
 

【荷物の宅配・郵便物の受け取り】 
 
●4 月 22 日（水）より、宿舎事務室では当面の間、宿舎生の不在中の荷物、郵便物の
受取業務を停止します。 
 
●宿舎生の皆さんには下記ご協力をお願いします。 
 
１．不要不急の注文を自粛してください。 
２．配送依頼時に受け取り方法を指定できる場合は、ドアの前に置いてもらう、小さい

荷物の場合はメールボックスへ投函を指定するなど、宅配業者と直接接触しないで
ください。（3 階女子フロアについては、3 階オートロックドアの外に荷物を置くよ
うに、各自で宅配業者と連絡調整してください。） 

３．再配達希望の場合も同様としてください。 
４．置かれた荷物は速やかに回収してください。（事務室では紛失等の責任は負いませ
んので、各自責任をもって受け取るようにしてください。） 
 
＊参考 HP＊ 
日本郵便：https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2020/0415_01.html 
ヤマト運輸：http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_200408.html 
Amazon: 
https://www.amazon.co.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%85%8D/b?ie=UTF8&node=6665180051 

 
 

【37.5℃以上の発熱があったら】 
 
●宿舎事務室に電話かメールで知らせてください。直接事務室には来ないでください。 
 
●その日から体調管理表に記録し、1 日 1 回事務室へ体調を知らせてください。 
体調管理表は上記「宿舎における新型コロナウイルス感染症対策について」内からも 
ダウンロードできます。   
 
 
 
三鷹宿舎事務室の連絡先 
TEL： ０４２２-４３-４９６１ 
Email アドレス： mitaka-jimu@adm.c.u-tokyo.ac.jp   



April 20, 2020 
 
Residents of Mitaka International Hall of Residence 
 

The University of Tokyo, College of Arts and Sciences 
Student Support Division Welfare Team 

 
On April 15, in the university web page, 
 
University Response to the Coronavirus Disease 2019 
https://www.u-tokyo.ac.jp/en/general/COVID-19.html 
 
Precautionary Measures Taken at the UTokyo Accommodations  
Against the Coronavirus Disease (COVID-19) 
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400137993.pdf 
 
was posted.  Please read the important contents carefully. 
In accordance with the actual conditions of Mitaka International Hall of Residence, we add the followings. 
 

【Room deliveries of courier services and mails】 
 
●From April 22, Mitaka dormitory office will temporally stop receiving courier deliveries and mails in the 
absence of the residents for the time being. 
 
●We ask the residents for cooperation below. 
 
1. Please refrain from non-essential and non-urgent orders. 
2. If you can specify delivery methods, avoid direct contacts with courier by asking to place your packages 

in front of the door or, dropping small packages into your mailbox. (For the women's floor on the third, 
arrange with courier to place your packages outside self-locking door at the entrances of the floor.) 

3. Please do the same for redeliveries. 
4. Please collect your packages quickly.  

(The dormitory office is not responsible for loss, please be responsible for receiving it.) 
 
*Web pages for reference*(Japanese) 
Japan Post https://www.post.japanpost.jp/notification/productinformation/2020/0415_01.html 
Yamato Transport: http://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_200408.html 
Amazon: 
https://www.amazon.co.jp/%E7%BD%AE%E3%81%8D%E9%85%8D/b?ie=UTF8&node=6665180051 
 
 

【If you have a fever of 37.5° or more】 
 
●Please let the dormitory office know by phone or e-mail.  Do not come directly to the office. 
 
●Please record on the physical condition in the Self-Health Check Sheet from the day, and report your 
condition to the dormitory office daily.  The sheet can be downloaded from the web page Precautionary 
Measures Taken at the UTokyo Accommodations Against the Coronavirus Disease (COVID-19) 
stated on the top. 
 
 
Contact information of Mitaka Housing Office 
Tel: 0422-43-4961 
Email address: mitaka-jimu@adm.c.u-tokyo.ac.jp   


