
Aladdin: 

アイキャン ショーユダゥオー 

I can show you the world 

シャイニン シマリン スプレンディッ 

Shining,shimmering,splendid 

テウミー プリンセス ナオ ウェン ディデュー 

Tell me, princess,now when did you  

ラス レッチュア ハーディサイ 

last let your heart decide 

 

Aladdin: 

アイキャン オペン ヨライズ 

I can open your eyes  

テイキュー ワンドゥー バイ ワンドゥー 

Take you wonder by wonder 

オーヴー サイ ドウェイ ゼナンドゥー  

Over,sideways,and under 

オナ マジッカーペッ トライ ドゥ 

On a magic carpet ride 

 

Aladdin: 

アホーニューワー 

A whole new world 

ア ニュー ファンタ スティック ポイノビュー 

A new fantastic point of view 

ノーワン トゥー テラスノー 

No one to tell us no 

オー ウェー ルゴー 

Or where to go 

オー セイウェー オンリー ドゥリーミン 

Or say we're only dreaming 

 

Jasmine: 

ア ホーニューワー 

A whole new world 

ア ダズリン プレイス アイ ネバニュー 

A dazzling place I never knew 

バットゥ ウェン アム ウェイアップ ヒー 

But when I'm way up here 

イッツ クリスタルクリー 

It's crystal clear 

 

ダッ ナオ アミナ ホーニューワーウ 

That now I'm in a whole new world 

ウィディユー 

With you 

 

Aladdin: 

ナオ アミナ ホーニューワーウ ウィディユー  

Now I'm in a whole new world with you 

 

Jasmine: 

アンビリーバボー サーイツ 

Unbelievable sights 

イン ディスクライ バボー フィーリン 

Indescribable feeling 

ソーリン タンブリン フリー ウィーリン 

Soaring, tumbling, free wheeling 

スルーエン エンドゥレス ダイモン スカーイ 

Through an endless diamond sky 

 

Jasmine: 

ア ホーニューワー 

A whole new world 

 

Aladdin: 

ドンチュ デーア クロウ ジョライズ 

Don't you dare close your eyes 

 

Jasmine: 

ア ハンドレッ サウザン シン グストーシー 

A hundred thusand things to see 

 

Aladdin: 

ホウジョア ブリージットゥ ゲッツ ベラー 

Hold your breath it gets better 

 

Jasmine: 

アイマ シューディン スター 

I'm like a shooting star 

アヴ カム ソファー 

I've come so far 

アキャン ゴーバック トゥウェアー アユーストゥー ビー 

I can't go back to where I used to be 

A Whole New World 



 

Aladdin: 

ア ホーニューワー 

A whole new world 

 

Jasmine:  

エヴリ トゥーン ア サプラーイズ 

Every turn a surprise  

 

Aladdin: 

ウィッニューホライズンズ トゥ プースー 

With new horizons to pursue 

Jasmine: 

エヴリモメン トゥレッ ドゥレラー 

Every moment red-letter 

 

Both: 

アウ チェイス デム エーニウェー デアス タイムトゥスペー 

I'll chase them anywhere,there's time to spare, 

レッミー シャー ディス ホーニューワー ウィデュー 

Let me share this whole new world with you 

 

Aladdin: 

ア ホーニューワー 

A whole new world 

Jasmine: 

アホー ニュー ワー 

A whole new world 

Aladdin: 

ダッツ ウェアー ウィウビー 

That's where we'll be  

Jasmine: 

ダッツ ウェアー ウィウビー 

That's where we'll be 

Aladdin: 

ア スリリン チェンジ 

A thrilling change 

Jasmine: 

ア ワンドゥラス プレイス 

A wondrous place 

Both: 

フォー ユー エンミー 

For you and me 

僕は君に新しい世界を見せられる きらめき、揺ら

めく、素敵な世界を 教えて、プリンセス、 

君が最後に自分で決意したのはいつだい？ 

 

僕は君の目を開けさせられる 驚く場所へ連れて

行くよ 高く、横へも下へも 魔法の絨毯に乗って 

 

全く新しい世界 思いも付かなかった素晴らしい

考え 僕らを止める者はいないし どこへでも行

ける 夢を見ているだけだなんて言われないよ 

 

全く新しい世界 私が決して知り得なかったきら

めく場所 でも私はここにいて とてもはっきり

してる 今貴方と全く新しい世界にいるというこ

とはね 

 

信じられないような景色 言葉にできない感覚 

高く昇って、宙返りして、自由に飛び回る 

ダイヤの様な終わりのない空を渡って 

 

全く新しい世界 君に目を閉じる勇気なんてない

さ 見るべきものがたくさん 息を止めてみて、も

っと良くなるから 私は流れ星のよう 私はここ

まで来れた 元の場所に戻ることなんて出来ない 

 

全く新しい世界 知らない水平線を追いかけられ

るなら 僕はどこまででも追いかけよう 時間な

らあるよ この全く新しい世界を君と一緒に 

 

全く新しい世界 思いも付かなかった素晴らしい

考え 僕らを止める者はいないし どこへでも行

ける 夢を見ているだけだなんて言われないよ 

 

全く新しい世界 いつも転機は突然 知らない水

平線を追いかけられるなら 記念すべきあらゆる

瞬間 僕はどこまででも追いかけよう 時間なら

あるよ この全く新しい世界を君と一緒に 

 

全く新しい世界 それは私たちがいる場所 

ぞくぞくする追跡 不思議な場所 君と僕の為の 

 


