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KatieDavid

Sam

When we play in grass or sand,
Dirt and Germs get on our hands,
Soap and water wash them away,

Happy Hands with us everyday!
Mummy, Daddy will be happy,

‘Cause we are clean and so healthy.
This song is sung to the melody of the Nursery Rhyme “Twinkle Twinkle Little Star”. 

To hear the tune please visit www.littleemperor.com.au
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4

It was a beautiful sunny day outside. David and his sister Katie were having fun 
in the garden. 

Their cat Sam was also playing 
games with them too. 

とても　てんきの　いいひに、デビッドと　いもうとの　ケイティは
にわで　あそんでいました。

かいねこの　サムも　いっし
ょに　あそんでいました。
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5

David and Katie loved playing football. David can run really fast.

デビッドと　ケイティーは　サッカーボールで　あそぶのが　
だいすきです。
デビッドは　はしるのが　とっても　はやいです。
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6

“Dinner’s ready” their Mum called.
David and Katie quickly packed their toys and went 
inside the house.

「ばんごはんですよ。」とママが　よびました。
デビッドと　ケイティーは、すばやく　おもちゃを　かたずけて、
いえの　なかに　はいりました。
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David and Katie sat down at the 
table.
Mum said, “Have you washed 
your hands yet?”
David said, “Mum! But why? My 
hands are clean.”

デビッドと　ケイティーは、テーブルのまえに　 すわりました。
「おてて　あらった？」と 　ママが　 ききました。
デビッドは、「なんで？ぼくの 　ては 　きれいだよ。」と 　いい
ました。
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8

Mum said, “Germs are very small so you cannot see 
them. Germs are everywhere.”

Close Up 
of HandYour Hand

Bad Germs On Your Hand

「ばいきんは、とっても　ちいさいから、見えないのよ。
ばいきんは　どこにでもいるの。」と　ママは　いいま
した。

おてて

むしめがね
で　みると

わるい　ばいきんが　
おててに　ついている
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On toys… 

In the sand…

ばいきんは、おにわにも　いる…

おもちゃにも　ついている…

すなばにも　いる…

They are outside in the garden…
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In the toilet…

In the rubbish bin…

トイレにも…

ごみばこにも…

ごはんを　たべる　まえに
は　いつも、

わるい　ばいきんを　あら
いながす

ひつようが　あるんだ。

You need to wash all the bad 
germs away before you eat.
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Katie said, “Why are germs bad, Mum?”
Mum said, “Germs are bad because 
when they get in to your body, they 
make you sick. Germs are not your 
friend. We do not like germs”

「ママ、なんで　ばいきんは　わるいの？」と　ケイティーは　ききました。
「ばいきんが　からだの　なかに　はいると　びょうきになるからよ。ばいき
んは　ともだちじゃないの。
わたしたちは、ばいきんが　すきじゃないのよ。」と　ママは　いいました。

11

Katie said, “Why are germs bad, Mum?”
Mum said, “Germs are bad because 
when they get in to your body, they 
make you sick. Germs are not your 
friend. We do not like germs”

「ママ、なんで　ばいきんは　わるいの？」と　ケイティーは　ききました。
「ばいきんが　からだの　なかに　はいると　びょうきになるからよ。ばいき
んは　ともだちじゃないの。
わたしたちは、ばいきんが　すきじゃないのよ。」と　ママは　いいました。



12

David and Katie 
understood and 

they quickly went 
to the bathroom. 
They took turns to 
wash their hands 

with soap and 
dried their hands 

with a towel.

デビッドと　ケイティーは、わかって、すぐに　せんめんじょへ　いきました。
じゅんばんに　せっけんで　てを　あらい、タオルで　ふきました。
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13

David said, “Wow! Yummy chicken!”
Katie said, “Yummy! I love corn, 
thank you Mummy. I love you!”
Mum said, “You’re welcome sweety! 
I love you too!.”

David and Katie sat at 
the table and looked 

very excited.

デビッドと　ケイテ
ィーは、ワクワクし
て　テーブルのまえ
に　すわりました。

「おいしい、チキン！」と　デビッドは　いいました。
「とうもろこし、おいしい！ママ、ありがとう。だいすき！」と　ケイ
ティーは　いいました。
「どういたしまして！ママも　あなたが　だいすきよ。」と　ママは　
いいました。
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David ate his chicken really fast. Katie slowly enjoyed her corn. 

デビッドは　ほんとうに　はやく　チキンを　たべました。ケイティーは、とうもろこしを　ゆっくり　たのしんで　たべ
ました。
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15
They even ate dessert. David ate a big green apple and Katie ate strawberry yoghurt.

ふたりは、デザートも　たべました。デビッドは、おおきな　あおりんごを、ケイティーは　ストロベリー　ヨーグ
ルトを　たべました。
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Yummy Chewable Nutritional Supplement 
burstlets, in Natural Fruity Flavours* -

100% Natural Colorants

Bone, Teeth & 
Muscle

Immune & 
Brain

Enhance Cognitive 
Function

Immune & 
Digestion

*Strawberry, Lime 
& Coconut

*Strawberry 
Milkshake

*Orange & 
Strawberry

*Strawberry & 
Coconut

Manufactured using advanced patented soft gel 
chewable technology at a TGA licensed GMP 

manufacturing facility
Available in: English, French, Vietnamese, 

Chinese, Japanese, Italian, Spanish, German
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