
Tape must be peeled off.

ダンボール箱、ダンボール製緩衝材
Cardboard

 粘着テープは取り除く



Bind them with string.

新聞紙、新聞広告紙（チラシ）
Newspapers, Fliers

 まとめてひもで縛る



Bind them with string.

本、雑誌、カタログ、冊子、紙束など
Books, Magazines, Catalogues, Booklets, etc.

 まとめてひもで縛る



Put them in clear plastic bags.

シュレッダーで細断された紙類
Shredded paper

 透明なビニール袋で出す



Wastepaper with dirt must be put to
“Burnable Garbage”

紙パック、紙コップ、包装紙など
Paper packages, Paper cups, Wrapping papers etc.

燃やすごみ
 汚れたものは 燃やすごみ へ



ビニール、発泡スチロールの容器、カップ、パック類、
洗った弁当の容器、ペットボトルのキャップ・ラベルなど

Vinyl, Foam cartoons, Cups, Plastic bags, Plastic Containers, Caps and labels from PET Bottle etc. 

汚れたプラスチック

 汚れたものは 汚れたプラスチック へ
Plastics with dirt must be put to “Dirty Plastics”

 残飯は 燃やすごみ へ
Food scraps must be put to “Burnable Garbage”

 すすいで入れて下さい Please rinse before putting out. 



 キャップ・ラベルは外して きれいなプラスチック
Remove cap-label and put out to “Plastics”

 ボトル内にごみ（タバコ等）は入れないで下さい
Do not put garbage (cigarette etc.)in side the Plastic PET bottle.

 すすいで入れて下さい Please rinse before putting out.

マークのあるペットボトル

Plastic PET bottles with the PET bottle logo .

ラベル

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

キャップ



 カン内にごみ（タバコ等）は入れないで下さい
Do not put garbage (cigarette etc.) inside the can. 

 すすいで入れて下さい
Please rinse before putting out.

アルミマークの缶、スチールマークの缶

Cans with the aluminum logo          or the steel logo          .



 ビン内にごみ（タバコ等）は入れないで下さい
Do not put garbage (cigarette etc.) inside the bottle. 

 すすいで入れて下さい
Please rinse before putting out.

飲み物用のビン、食べ物用のビン

Empty bottles for beverages or foods.



汚れた紙類、ティッシュ、落ち葉、草など

Dirty wastepaper, Tissues, Fallen leaves, Grass, etc.

 きちんと分別して、できるだけリサイクルしましょう
Separate your garbage properly, and  try to recycle as much as possible.



汚れた弁当容器など

 なるべくすすいで、汚れが落ちたらきれいなプラスチックへ
If dirt is removed by rinsing, please put it to “Plastics”

Dirty Plastic Containers, etc.



アルミマーク・スチールマークのない缶、はさみなど

 刃物は新聞紙などで包んで表示して下さい
For Scissors, Blades, wrap it in newspapers etc. and label it “はさみ”, “刃物”

Cans (with no aluminum logo          , no steel logo ), Scissors, etc.



飲食用以外のビン、植木鉢、コンクリート片など

 ガラス類、陶磁器類は新聞紙などで包んで表示して下さい
For Glass, Ceramics, wrap it in newspapers etc. and label it “ガラス”, “陶磁器”

Glass bottles (not for beverages, not for food), Flowerpots, Concrete, etc.



ブロック、タイルなど

Blocks, Tiles, etc.



木製家具など

Wooden furniture, etc.



タイヤなど

Tires, etc.



プリンタ、電話機など

Printer, Phone, etc.

 廃棄物の分類に従った分別ができない一体となっている物体。
例えばプリンタであれば「金属」「ガラス」「プラスチッ
ク」等に分けるのが本来だが、手で分解して分別する事が困
難なため、混合廃棄物。
The waste that can’t be separated to each waste category.



To prevent from break, keep it away from other wastes.

蛍光管、水銀灯
Fluorescent light、Mercury lamp

 割れないよう他の廃棄物とは仕切って保管

 蛍光管、水銀灯以外の電球、ランプはガラスごみ
Other lights and lamps → Glass wastes.



電池
Battery

Put tapes on both positive and negative electrode for electric 
insulation.

 プラス極・マイナス極それぞれテープを貼って絶縁



（穴の開いていない）スプレー缶

Spray can

 穴が開いていて中身がカラのスプレー缶は → 金属ゴミへ。
An empty spray can on what a hole was made → METAL ITEMS.



マッチ、ライター

Match, Lighter



家 庭 ご み 
持 込 禁 止 
NO household garbage 

     



この廃棄物集積所は 

教 職 員 ・ 契 約 清 掃 業 者 

以外は持込禁止 
YNU Staff Only 

     


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21

