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１．Student Life / 学生生活について

• You should learn basic rules of 
life in campus as a TMI student.

• Due to COVID-19 situation, 
there are many lectures offered 
online and your campus life is a 
bid different from before COVID 
one. However, we believe you 
have the ability to learn what you 
can get under this situation and 
make your student life fruitful 
one.

• Please don’t hesitate to contact 
us faculties and/or department 
office if you have any question. 
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• 学生生活については、例年、工学部3号
館ごみの出し方、M1自習室の利用など
につき説明してきました。本年度もその
あたりの説明を簡単にします。

• 他方で、対面では行われないオンライ
ン講義もあり、全く例年通り通常のキャ
ンパス生活を過ごすことはもう少しの間
は難しいかも知れませんが、TMIに進学
した皆様は、逆にこの環境だからこそ可
能となる方法を見つける能力も持つも
のと期待しており、勉学・研究・学生間
議論などを通じて充実した研究生活を
送ってもらいたいと存じます。

• 時間を持て余して、道を踏み外す行動
のなきようにお願いします。何かござい
ましたら、お気軽に相談ください



２．Garbage management / 3号館のゴミ出しについて

1. In any rooms at 3rd floor of this 
building (faculty of engineering building 
#3), you cannot leave any garbage. 
There are dustbins at designated area 
(at the corner of the floor.)

2. You have to separate your wastes 
following the separation categories. 
Don‘t put too much waste in the 
dustbins.

3. Basic rules are follows;

1. If the amount is small, just bring it 
to the dustbins at the designated 
area.

2. If the amount is too much, you 
have to separate it following the 
rules and bring it to the 
designated space at 1st floor of 
this building. Password to enter 
the space is “□53DA△”
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1. ３階「オープンスペース」、３階「セミナ
ー室」・「Ｍ１学生室」の机やテーブル
の上など、部屋の中にゴミを放置しな
いこと。各自のゴミをその都度ゴミ箱に
入れることを忘れないようにして下さい
。（各階の角あたりにゴミ箱はあります
）

2. ゴミは必ず分別し、ゴミ箱からはみ出
さないよう確実にゴミ箱に入れましょう
。

3. ゴミ出しは、以下のとおりにすること。
1. 少量のゴミは、各階のゴミ収集コ

ーナーのゴミ箱に、必ず分別して
入れること。

2. ゴミ箱に入りきらない多量のゴミ
は、飲料缶・ビン・ペットボトル・可
燃ゴミ・不燃ゴミ・プラスチックごと
に分別して袋に入れ、１階ゴミ倉
庫の指定の場所に捨てること。
【※１階ゴミ倉庫扉のカギ暗証番

号 「□53DA△」（ゴミダ）】



３．Guidelines for Information Ethics and Computer Use
/ 情報倫理･コンピューター利用ガイドライン

• Please go to the following website and check out our rules.

– From UT / 全学としてのルール

• https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400156696.pdf (available in 
Japanese / English / Chinese / Korean.)

– From Grad. School of Engineering. / 工学系研究科のルール

• https://bps.t.u-tokyo.ac.jp/network-ng/rules/t-userguide.php
(available in Japanese)

• Please comply with laws, regulations, and campus rules and use them 
appropriately. If you violate them, you may be punished. If you have any 
question, please ask to your advisor/dept. office or any faculty members. / 
法令及び学内ルールを遵守して適切に利用して下さい。これらに違反した
場合には処罰される場合があります。もし分からないことがあれば、指導教
員、事務室、またはその他の教員でも構いませんので遠慮無く質問して下さ
い。
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