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Episode 1 

English Japanese 
I am waking up! 起きたよ！ 

Okitayo! 

How do you wake up?!
あなたはどうやって起きるの？ 

Anata wa douyatte okiruno? 

Shh, he is sleeping 寝てるから、しー！ 

Neteru kara, shi! 

She is sleeping 寝てる。 

Neteru 

Good morning! おはよう！ 

Ohayo! 

Eyes 目 

Me 

She opens her eyes 目をあける。 

Me wo akeru 

He closese his eyes 目をとじてる。 

Me wo tojiteru 

They are waking up 起きてる。 

Okiteru 

She is waking up 起きてる。 

Okiteru 

She is yawning あくびしてる。 

Akubi shiteru 

He is yawning あくびしてる。 

Akubi shiteru 

Hugs 
ハグ 

Hagu 

They are hugging 
ハグしてる。 

Hagu shiteru 

She is smiling 笑ってる。 

Waratteru 

He is smiling 笑ってる。 

Waratteru 

He is snoring いびきかいてる。 

Ibiki kaiteru 

Grandmother is hugging おばあちゃんがハグしてる。 

Obaachan ga hagu shiteru 

Let’s do it again!!
じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

She is sleeping 寝てる。 

Neteru 

Eyes 目  

Me 

They are waking up 起きてる 

Okiteru 

She is yawning あくびしてる。 

Akubi shiteru 

Hugs ハグ  

Hagu 

She is smiling 笑ってる。 

Waratteru 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 
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Episode 2 

English Japanese 
I am exercising!  私は運動してる。 

Watashi wa undou shiteru 

What do you do in the morning? あなたは朝何するの？ 

Anata wa asa nani suruno? 

She is stretching ストレッチしてる。 

Sutorecchi shiteru 

He is stretching ストレッチしてる。 

Sutorecchi shiteru 

He is waking up Mom ママを起こしてる。 

Mama wo okoshiteru 

They are waking up Dad パパを起こしてる。 

Papa wo okoshiteru 

She is getting dressed 洋服をきてる。 

Yofuku wo kiteru 

He is getting dressed 洋服をきてる。 

Yofuku wo kiteru 

A newspaper 新聞 

Shinbun 

He is reading a newspaper 新聞を読んでる。 

Shinbun wo yonderu 

A book 本 

Hon 

She is reading a book 本を読んでる。 

Hon wo yonderu 

I am hungry! お腹すいた！ 

Onaka suita! 

Let’s eat!!
食べよう！ 

Tabeyou! 

Breakfast 朝ご飯  

Asagohan 

Orange juice お腹すいた！ 

Onaka suita! 

He is getting ready for school 学校に行く用意してる。 

Gakkou ni iku youi shiteru  
Pencils 鉛筆  

Enpitsu 

A notebook ノート 

Noto 

A backpack!
リュックサック 

Ryukku sakku 

He is going to school 学校にいく。 

Gakkou ni iku 

Let’s do it again!!
じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

She is stretching ストレッチしてる。 

Sutorecchi shiteru 

He is stretching ストレッチしてる。 

Sutorecchi shiteru 

He is waking up Mom ママを起こしてる。 

Mama wo okoshiteru 

They are waking up Dad パパを起こしてる。 

Papa wo okoshiteru 
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She is getting dressed 洋服をきてる。 

Yofuku wo kiteru 

He is reading a newspaper 新聞を読んでる。 

Shinbun wo yonderu 

He is getting ready for school   学校に行く用意してる。 

Gakkou ni iku youi shiteru 

Pencils 鉛筆 

Enpitsu 

A backpack!
リュックサック 

Ryukku sakku 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 

 

 

 

 

Episode 3 

English Japanese 

Nap time!!
お昼寝の時間！ 

Ohirune no jikan 

How do you take a nap? �	�����������
� 
Anata wa douyatte ohirune suruno? 

She is rubbing her eyes 目をこすってる。 

Me wo kosutteru 

He is rubbing his eyes 目をこすってる。 

Me wo kosutteru 

A blanket 毛布 

Moufu 

What is this? これ何？ 

Kore nani? 

It is a blanket あれは毛布  

Are wa moufu 

He is reading a book 本を読んでる。 

Hon wo yonderu 

A book!
本 

Hon 

Nap �	� 

Ohirune 

Shh, she is sleeping 寝てるから、しー！ 

Neteru kara, shi! 

The light 電気 

Denki 

She is turning on the light 
電気をつける。 

Denki wo tsukeru 

She is turning off the light  
電気をけす。 

Denki wo kesu 

He is turning off the light  
電気をけす。 

Denki wo kesu 

He is turning on the light  
電気をつける。 

Denki wo tsukeru 

Nap time 
お昼寝の時間 

Ohirune no jikan 

A pillow 枕 

Makura 
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A bed ベッド 

Beddo 

A crib ゆりかご 

Yurikago 

Bunk beds 二段ベッド 

Nidan beddo 

A couch ソファー 

Sofa 

He is sleeping on the couch 
ソファーで寝てる。 

Sofa de neteru 

Let’s do it again! 
じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

She is rubbing her eyes 目をこすってる。 

Me wo kosutteru 

A blanket 毛布  

Moufu 

He is reading a book 本を読んでる。 

Hon wo yonderu 

The light 電気  

Denki 

She is turning on the light 電気をつける。 

Denki wo tsukeru 

She is turning off the light 電気をけす。 

Denki wo kesu 

A pillow 枕 

Makura 

What is this? これ何？ 

Kore nani? 

It is a bed あれはベッド 

Are wa beddo 

A crib ゆりかご 

Yurikago 

Bunk beds 二段ベッド 

Nidan beddo 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 

 

 

 

 

Episode 4 

English Japanese 
What do you do after your nap? あなたはお昼寝の後、何するの？ 

Anata wa ohirune no ato, nani suruno? 

He is waking up 起きてる。 

Okiteru 

Blinds ブラインド 

Buraindo 

She is opening the blinds ブラインドをあけてる。 

Buraindo wo aketeru 

He is waking up Mom ママを起こしてる。 

Mama wo okoshiteru 

They are waking up Dad パパを起こしてる。 

Papa wo okoshiteru 
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Hugs 
ハグ 

Hagu 

They are hugging 
ハグしてる。 

Hagu shiteru 

It is snack time おやつの時間。 

Oyatsu no jikan 

What do you have for snack? おやつは何？ 

Oyatsu wa nani? 

It is a snack おやつよ。 

Oyatsu yo 

What is he eating? 

 
何を食べてるの？  

Nani wo tabeteruno? 

He is eating an apple りんごを食べてる。 

Ringo wo tabeteru 

Cookies クッキー  

Kukki 

Yogurt ヨーグルト 

Yoguruto 

What is he drinking? 何を飲んでるの？ 

Nani wo nonderuno? 

He is drinking orange juice オレンジ・ジュースを飲んでる。 

Orenji  jyusu wo nonderu 

Orange juice オレンジ・ジュース  

Orenji jyusu 

Carrots ニンジン 

Ninjin 

He is eating a carrots ニンジンを食べてる。 

Ninjin wo tabeteru 

Apple juice りんごジュース 

Ringo jyusu 

He is drinking apple juice りんごジュースを飲んでる。 

Ringo jyusu wo nonderu 

Snack time is over! おやつの時間終わり！ 

Oyatsu no jikan owari! 

Let’s do it again! じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

She is opening the blinds ブラインドをあけてる。 

Buraindo wo aketeru 

Snack おやつ  

Oyatsu 

Cookies クッキー  

Kukki 

Carrots ニンジン 

Ninjin 

Apple juice!
りんごジュース 

Ringo jyusu 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9/15/10  Little Pim Japanese Companion Guide to DVD 2 p. 7 of 10    p. 7 of 10 

 

Episode 5 

English Japanese 
Shh, he is sleeping 寝てるから、しー。 

Neteru kara, shi! 

A dog 犬  

Inu 

It is a dog あれは犬。 

Are wa inu 

A cat 猫  

Neko 

A kitten 子猫 

Koneko 

Kittens 子猫 

Koneko 

Eyes 目 

Me 

Petting  なでてる。 

Nadeteru 

She is petting the dog 犬をなでてる。 

Inu wo nadeteru 

He is petting the dog 犬をなでてる。 

Inu wo nadeteru 

A hug ハグ 

Hagu 

He is purring ゴロゴロないてる。 

Goro goro naiteru 

The cat is purring 

 

猫がゴロゴロないてる。 

Neko ga goro goro naiteru 

He is barking ほえてる。 

Hoeteru 

The dog is barking 犬がほえてる。 

Inu ga hoeteru 

The tail しっぽ 

Shippo 

The dog is wagging his tail 

 
犬がしっぽをふってる。 

Inu ga shippo wo futteru 

He is sitting down お座りしてる。 

Osuwarishiteru 

He is drinking water 水を飲んでる。 

Mizu wo nonderu 

He is sitting お座りしてる。 

Osuwarishiteru 

The dog is jumping! 犬がジャンプしてる。 

Inu ga janpu shiteru 

Let’s do it again!!
じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

What is this? これ何？ 

Kore nani? 

It is a dog あれは犬。 

Are wa inu 

It is a cat あれは猫。 

Are wa neko 

A hug ハグ  

Hagu 
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Eyes 目  

Me 

He is purring ゴロゴロないてる。 

Goro goro naiteru 

Petting  なでてる  

Nadeteru 

He is sitting お座りしてる。 

Osuwarishiteru 

He is jumping! ジャンプしてる。 

Janpu shiteru 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 

 

 

 

 

Episode 6 

English Japanese 
I am brushing my teeth!  ��
������ 

Watashi wa ha wo migaiteru. 

What do you do in the morning?!
あなたは朝何するの？ 

Anata wa asa nani suruno? 

He is brushing his teeth 歯を磨いてる。 

Ha wo migaiteru 

She is brushing her teeth 歯を磨いてる。 

Ha wo migaiteru 

Toothbrush 歯ブラシ 

Haburashi 

Teeth 歯 

Ha 

Toothpaste 歯磨き粉 

Hamigakiko 

He is washing his face 顔を洗ってる。 

Kao wo aratteru 

Face 顔 

Kao 

Hands 手 

Te 

She is washing her hands 手を洗ってる。 

Te wo aratteru 

He is washing his hands 手を洗ってる。 

Te wo aratteru 

Soap 石けん 

Sekken 

A bath お風呂 

Ofuro 

He is taking a bath お風呂に入ってる。 

Ofuro ni haitteru 

Feet 足 

Ashi 

Dad is washing his feet 

 

パパが足を洗ってる。 

Papa ga ashi wo aratteru 

Bubbles 泡  

Awa 
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A toy おもちゃ！ 

Omocha 

A boat 船  

Fune 

What is this? これ何？ 

Kore nani? 

A boat 

 
船 

Fune 

A towel タオル 

Taoru 

Hair  髪の毛  

Kaminoke 

He is drying his hair!
髪の毛をかわかしてる。  

Kaminoke wo kawakashiteru 

The bath is over! お風呂終わり！ 

Ofuro owari! 

Let’s do it again!!
じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

Teeth 歯 

Ha 

He is brushing his teeth 歯を磨いてる。 

Ha wo migaiteru 

Toothpaste 歯磨き粉  

Hamigakiko 

Face 顔 

Kao 

Hands 手 

Te 

Soap 石けん  

Sekken 

A bath お風呂 

Ofuro 

A toy おもちゃ！ 

Omocha 

Hair 髪の毛  

Kaminoke 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 

 

 

 

 

Episode 7 

English Japanese 

I am fixing my hair!!
髪の毛をスタイルしてる。 

Kaminoke wo sutairu shiteru 

How do you fix your hair? �
������������
� 

Kaminoke wo douyatte sutairu suruno? 

A brush ブラシ 

Burashi 

He is brushing his hair 
髪の毛をブラッシでとかしてる。 

Kaminoke wo burashi de tokashiteru 

A comb くし 

Kushi 
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What is this? これ何？ 

Kore nani? 

It is a comb あれはくし。 

Are wa kushi 

Hair 髪の毛  

Kaminoke 

He is drying his hair 

 

髪の毛を乾かしてる。 

Kaminoke wo kawakashiteru 

A hat 帽子  

Boushi 

A baseball cap!
野球帽子 

Yakyuu boushi 

What is this? これ何？ 

Kore nani? 

He is putting on a hat 帽子をかぶってる。  

Boushi wo kabutteru 

He is putting on a baseball cap 野球帽子をかぶってる。  

Yakyuu boushi wo kabutteru 

A barrette ヘアクリップ 

Hea kurippu 

A headband ヘアバンド 

Hea bando 

She is putting on a headband ヘアバンドをつけてる。 

Hea bando wo tsuketeru 

Let’s do it again! 
じゃあもう一回！ 

Jyaa mou ikkai! 

A brush ブラシ 

Burashi 

Hair 髪の毛  

Kaminoke 

He is brushing his hair 

 

髪の毛をブラシでとかしてる。 

Kaminoke wo burashi de tokashiteru 

What is this? これ何？ 

Kore nani? 

It is a comb あれはくし。 

Are wa kushi 

A hat 帽子  

Boushi 

A baseball cap 
野球帽子 

Yakyuu boushi 

A barrette ヘアクリップ 

Hea kurippu 

She is putting on a headband ヘアバンドをつけてる。 

Hea bando wo tsuketeru 

Good bye, see you soon! さよなら、またね！ 

Sayonara, matane! 

 

 


