
「世界の快適音楽セレクション」　2010年 4 月 24日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパＱ 

－ バカンスの音楽 － 

 

「ジャーニー・トゥー・ザ・アンノウン・キングダム」  

作曲：スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン 

スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン  

（5分 32秒） 

＜XNHL-18001＞  

 

「ユア・マインド・イズ・オン・ヴァケーション」  

作詞：ＭＯＳＥ ＡＬＬＩＳＯＮ／作曲：ＭＯＳＥ ＡＬＬＩＳＯＮ 

ジミー・ロウルズ  

（2分 30秒） 

＜ECJ60008＞  

 

「レッド・セイルズ・イン・サンセット」  

作曲：ＨＵＧＨ ＷＩＬＬＩＡＭＳ，ＪＩＭＭＹ ＫＥＮＮＥＤＹ 

アール・グラント  

（3分 20秒） 

＜POCE3016＞  

 

「ダン・モニール」  

作詞：アンリ・サルバドール／作曲：アンリ・サルバドール 

カエターノ・ヴェローゾ  

（2分 58秒） 

＜UCCM-4014,4015＞  

 

「うるわしのヴァカンス」 

作曲：グノー 

レ・ドモワゼル・ド…  

（2分 42秒） 

＜ALPHA033＞  

 

「バディ・ボールデンズ・ブルース」 

作詞：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ／作曲：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ 

スティーヴ・ジェームス  

（3分 04秒） 

＜74706＞  

 

 



「恋のバカンス」  

作詞：岩谷時子／作曲：宮川泰 

サルサ・ピーナッツ  

（4分 22秒） 

＜TOCP-7049＞  

 

「映画『ロシュフォールの恋人たち』サントラから シモンの歌」 

作曲：ミシェル・ルグラン 

ミシェル・ルグラン  

（2分 50秒） 

＜UICY-6822＞  

 

「狂ったバカンス」 

作詞：橿渕哲郎／作曲：橿渕哲郎 

ムーンライダーズ  

（2分 39秒） 

＜CRCP-30029＞  

 

「エヴリバディ・ノウズ・イッツ・ゴナ・ハプン・オンリー・ノット・トゥナイト」  

作詞：ＤＩＥＴＥＲ ＳＥＲＭＥＵＳ，ＴＨＥ ＧＯ ＴＯ ＦＩＮＤ／作曲：ＤＩＥＴ

ＥＲ ＳＥＲＭＥＵＳ，ＴＨＥ ＧＯ ＴＯ ＦＩＮＤ 

ザ・ゴー・ファインド  

（5分 37秒） 

＜MORR096＞  

 

「ホリデー・フォー・ストリングス」  

作曲：Ｄ．ＲＯＳＥ 

スパイク・ジョーンズ  

（3分 09秒） 

＜P1119＞  

 

「アロハ・ホノルル」 

作詞：近藤春雄／作曲：灰田勝彦 

灰田勝彦  

（3分 08秒） 

＜VICG-60406＞  

 

 



「シャル・ウィ・ダンス」 

作詞：オスカー・ハマースタインⅡ／作曲：リチャード・ロジャーズ 

越路吹雪  

（2分 41秒） 

＜TOCT-25826＞  

 

「太陽の彼方に」 

作曲：ＬＥＥ ＨＡＺＬＥＷＯＯＤ 

東京パノラマ・マンボ・ボーイズ  

（2分 03秒） 

＜TECN-30093＞  

 

「パリの天気はどう？」 

作曲：アラン・ロマン 

映画『ぼくの伯父さんの休暇』サントラ  

（2分 11秒） 

＜PHCA-1037＞  

 

「山の温泉旅館」  

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（4分 00秒） 

＜ESCL-2552＞  

 

「ジムノペディ第１番」 

作曲：サティー 

高橋悠治（ピアノ）  

（1分 35秒） 

＜COCO-70702＞  

 

「ジムノペディ第１番」  

作曲：サティー 

ユーゼフ・ラティーフ  

（2分 33秒） 

＜06025 17044401＞  

 

 



「ジムノペディ」 

作曲：サティー 

ジュヴェ  

（2分 14秒） 

＜OBCB-0004＞  

 

「２０世紀の終わりに」 

作詞：巻上公一／作曲：巻上公一 

ヒカシュー  

（2分 39秒） 

＜EGDS-51＞  

 

「鐘つき馬」  

作詞：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ／作曲：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ 

ウーゴ・ディアス  

（2分 37秒） 

＜AQ235＞  

 

「サン・バルタサル」 

作詞：Ｓ．ＱＵＥＬＬ，Ｃ．ＯＣＡＭＰＯ／作曲：Ｓ．ＱＵＥＬＬ，Ｃ．ＯＣＡＭＰＯ 

ウーゴ・ディアス  

（3分 29秒） 

＜AQ236＞  

 

「ハ・アクバル・ブークラ」 

作詞：リャド・ソンバティ／作曲：リャド・ソンバティ 

フェルカット・アル・トゥーラス・オーケストラ  

（2分 19秒） 

＜HAFCD-1035＞  



2010年 4 月 17日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 絡まる音楽 － 

 

「イエロー・トルネード」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（2分 22秒） 

＜ESCB1060＞  

 

「ポイズン・アイビー」  

作詞：Ｊ．ＬＩＥＢＥＲ，Ｍ．ＳＴＯＬＬＥＲ／作曲：Ｊ．ＬＩＥＢＥＲ，Ｍ．ＳＴＯＬ

ＬＥＲ 

コースターズ  

（2分 40秒） 

＜35XD-648＞  

 

「トリオ・インプロヴィゼイション ３」  

作曲：即興演奏 

チック・コリア、ミロサヴ・ヴィトス、ロイ・ヘインズ  

（3分 00秒） 

＜ECM1232,1233＞  

 

「イン・タイム」  

作詞：ＳＬＹ ＳＴＯＮＥ／作曲：ＳＬＹ ＳＴＯＮＥ 

スライ＆ザ・ファミリーストーン  

（5分 46秒） 

＜ESCA5385＞  

 

「楽劇「サロメ」からサロメの踊り」 

作曲：リヒャルト・シュトラウス 

ベルリン・フィルハーモニー管弦楽（管弦楽）、ヘルベルト・フォン・カラヤン（指揮）  

（10分 09秒） 

＜POCG-2278＞  

 

「ル・バグネ」  

作詞：伝統音楽／作曲：伝統音楽 

スティーヴ・ワーリング  

（3分 14秒） 

＜PODIS1919562＞  

 



「ラトルスネイク・ブルース」  

作詞：ＹＡＳ ＹＡＳ ＧＩＲＬ／作曲：ＹＡＳ ＹＡＳ ＧＩＲＬ 

ヤス・ヤス・ガール  

（2分 52秒） 

＜PCD-5784＞ 

 

「千鳥足の女の子」  

作詞：ＡＲＩＣＥＴＯ ＤＯ ＩＭＰＥＲＩＯ／作曲：ＡＲＩＣＥＴＯ ＤＯ ＩＭＰＥ

ＲＩＯ 

アルセート・ド・インペリオ  

（2分 30秒） 

＜BOM2020＞  

 

「恋のあやつり糸」 

作詞：Ｏ．ＢＬＡＣＫＷＥＬＬ，Ｗ．ＳＣＯＴＴ／作曲：Ｏ．ＢＬＡＣＫＷＥＬＬ，Ｗ．

ＳＣＯＴＴ 

エルヴィス・プレスリー  

（1分 53秒） 

＜74321 154302＞  

 

「タングルド・アップ・イン・ブルー」  

作詞：ＢＯＢ ＤＹＬＡＮ／作曲：ＢＯＢ ＤＹＬＡＮ 

ボブ・ディラン  

（5分 40秒） 

＜MHCP10010＞  

 

「レジデンシャル・ロレンス・トレス」  

作詞：ＭＩＧＵＥＬ ＺＥＮＯＮ／作曲：ＭＩＧＵＥＬ ＺＥＮＯＮ 

ミゲル・ゼノン  

00:04:53 74946-0012-0 

 

12. [コンガラガッタ・コンガ] 

作詞：村雨まさを／作曲：服部良一 

笠置シヅ子  

（2分 41秒） 

＜CA-2896＞  

 

 



「リボン・ボウズ」 

作詞：ＪＯＡＮＮＡ ＮＥＷＳＯＭ／作曲：ＪＯＡＮＮＡ ＮＥＷＳＯＭ 

ジョアナ・ニューサム  

（6分 10秒） 

＜PCD18619＞  

 

「バイオリン・ソナタト長調作品９６ から第１楽章」 

作曲：ベートーベン 

ヒロ・クロサキ（バロック・バイオリン）、リンダ・ニコルソン（フォルテ・ピアノ）  

（9分 24秒） 

＜ACC24211＞  

 

「恋しているんだもん」 

作詞：西沢爽／作曲：市川昭介 

島倉千代子  

（2分 46秒） 

＜COCA-6173＞  

 

「ダンシング・ウィズ・リトル・ハピネス」 

作曲：ゴンザレス三上 

スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン  

（3分 15秒） 

＜XNHL-18001＞  

 

「テ・ロ・フロ・ポル・ディオス」  

作詞：ＦＩＤＥＬ Ａ．ＶＩＳＴＡＳ／作曲：ＦＩＤＥＬ Ａ．ＶＩＳＴＡＳ 

ビセンテ・フェルナンデス  

（3分 16秒） 

＜ESCA5381＞  

 

「アレサ・シング・ワン・フォー・ミー」  

作詞：Ｅ．ＷＩＬＬＩＡＭＳ，Ｊ．ＨＡＲＲＩＳ／作曲：Ｅ．ＷＩＬＬＩＡＭＳ，Ｊ．Ｈ

ＡＲＲＩＳ 

ジョージ・ジャクソン  

（2分 56秒） 

＜CDKEND329＞ 



2010年 4 月 10日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ サムライの音楽 － 

 

「マカロニ・イースタン」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（4分 40秒） 

＜ESCL2552＞  

 

「侍の音楽」 

作曲：早坂文雄 

映画『七人の侍』サウンド・トラックから  

（2分 51秒） 

＜COCA-14203＞  

 

「サムライ」  

作詞：ジャヴァン／作曲：ジャヴァン 

ジャヴァン  

（4分 46秒） 

＜32/8P-57＞  

 

「ジェフとヴァレリー」 

作詞：フランソワ・ド・ルーベ／作曲：フランソワ・ド・ルーベ 

フランソワ・ド・ルーベ  

（1分 39秒） 

＜UCCM-4095＞  

 

「太陽のパタヤ」  

作詞：ミッキー・カーティス／作曲：ヒロ・イズミ 

ミッキー・カーティス、ザ・サムライズ  

（3分 21秒） 

＜CRCP28058＞  

 

「ブルース・フォー・スクーター」 

作曲：ＳＶＥＮ ＫＡＣＩＲＥＫ 

スヴェン・カシレック  

（4分 17秒） 

＜11＞  

 

 



「サムライ・ランナウェイ天下御免」 

作曲：宇崎竜童 

映画『ちゃんばらグラフィティー斬る！』から  

（3分 11秒） 

＜7R0003＞ 

 

「チャンバラ・マンボ」 

作詞：トニー谷／作曲：多忠修 

トニー谷  

（3分 42秒） 

＜SJX30345＞  

 

「昭和葉隠れ」 

作詞：たかの学／作曲：安田明 

安田明、ビート・フォーク  

（3分 37秒） 

＜PCD-1526＞  

 

「荒野の七人」 

作曲：Ｅ．ＢＥＲＮＳＴＥＩＮ 

アル・カイオラ  

（2分 02秒） 

＜45S-255-UA＞  

 

「プリーズ・ドント・トーク・アバウト・ミー・ホエン・アイム・ゴーン」 

作詞：ＳＴＥＰＴ，ＣＬＡＲＥ／作曲：ＳＴＥＰＴ，ＣＬＡＲＥ 

テリー・アダムス、スティーヴ・ファーガソン  

（2分 29秒） 

＜CL-501＞  

 

「元禄赤鞘ぶし」  

作詞：猪又良／作曲：春川一夫 

三波春夫  

（3分 09秒） 

＜NS-500＞  

 

「イーストワード」 

作曲：ＧＡＲＹ ＰＥＡＣＯＣＫ 

ゲイリー・ピーコック  

（13分 51秒） 



＜SRCS9333＞  

 

「ママに贈るうた」  

作曲：ＥＤＷＡＲＤ ＭＡＴＥＯ 

松田美緒  

（4分 19秒） 

＜OMCA-1127＞  

 

「七人の侍」 

作詞：早坂文雄／作曲：早坂文雄 

山口淑子  

（3分 30秒） 

＜COCA-14203＞  

 

「お茶と正座」 

作曲：スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン、ミナクマリ 

スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン  

（3分 24秒） 

＜XNHL-18001＞  

 

「ノ・レ・ロレス・ミゲル」 

作詞：ＰＬＡＣＩＤＯ ＡＣＥＶＥＤＯ／作曲：ＰＬＡＣＩＤＯ ＡＣＥＶＥＤＯ 

プレネロス・スレニョノス  

（3分 10秒） 

＜CD7037～7038＞  

 

「送る日」 

作曲：牧野琢磨 

エヌ・アール・キュー  

（2分 24秒） 

＜SWI-001＞  

 

「グリグリ」  

作曲：吉田悠樹   

エヌ・アール・キュー  

（3分 40秒） 

＜SWI-001＞ 



2010年 4 月 3日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ １２の音楽 － 

 

「ああなんてやわらかいんだろう」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（4分 00秒） 

＜ESCB1309＞  

 

「シー・ラヴズ・ザ・ウェイ・ゼイ・ラヴド・ハー」 

作詞：Ｒ．ＡＲＧＥＮＴ，Ｃ．ＷＨＩＴＥ／作曲：Ｒ．ＡＲＧＥＮＴ，Ｃ．ＷＨＩＴＥ 

コリン・ブランストーン  

（2分 49秒） 

＜ESCA7575＞  

 

「ウェット・ヘアー・レザー・リンス・リピート」  

作曲：ＭＩＣＨＡＬ ＧＵＬＥＺＩＡＮ 

マイケル・グレジアン  

（2分 27秒） 

＜TAKCD-6510-2＞  

 

「トゥエルヴ・インチ」 

作曲：カーティス・フラー 

カーティス・フラー  

（6分 28秒） 

＜SV-0127＞ 

 

「ダディ・プレイド・ザ・バンジョー」 

作詞：ＳＴＥＶＥ ＭＡＲＴＩＮ，ＧＡＲＹ ＳＣＲＵＧＧＳ／作曲：ＳＴＥＶＥ ＭＡ

ＲＴＩＮ，ＧＡＲＹ ＳＣＲＵＧＧＳ 

スティーヴ・マーティン  

（3分 19秒） 

＜ROUNDER6106472＞  

 

「セクシー・シンデレラ」 

作曲：ＬＹＮＤＥＮ ＤＡＶＩＤ ＨＡＬＬ 

リンディン・デヴィッド・ホール  

（4分 39秒） 

＜TOCP-50450＞  

 



「（１２の）練習曲から第１２曲」 

作曲：ドビュッシー 

アナトリー・ヴェデルニコフ（ピアノ）  

（4分 02秒） 

＜COCQ-83966＞  

 

「１２番街のラグ」 

作曲：ユーディ・ボウマン 

ロイ・スメック  

（2分 54秒） 

＜PC31＞  

 

「カプリコーンⅡ」  

作曲：ＷＡＹＮＥ ＳＨＯＲＴＥＲ 

ウェイン・ショーター  

（5分 59秒） 

＜UCCV-1038＞  

 

「コピー・ミー」 

作詞：ＡＲＴＯ ＬＩＮＤＳＡＹ，ＰＥＴＥ ＳＣＨＥＲＥＲ／作曲：ＡＲＴＯ ＬＩＮ

ＤＳＡＹ，ＰＥＴＥ ＳＣＨＥＲＥＲ 

アンビシャス・ラヴァーズ  

（3分 43秒） 

＜VJD-32085＞  

 

「前奏曲第６番」  

作曲：フェデリコ・モンポウ 

フェデリコ・モンポウ（ピアノ）  

（4分 56秒） 

＜6515/3＞  

 

「ザ・トウェルフス・オブ・ネヴァー」 

作詞：ＪＡＹ＆ＪＥＲＲＹ ＬＩＶＩＮＧＳＴＯＮ，Ｐ．Ｆ．ＷＥＢＳＴＥＲ／作曲：Ｊ

ＡＹ＆ＪＥＲＲＹ ＬＩＶＩＮＧＳＴＯＮ，Ｐ．Ｆ．ＷＥＢＳＴＥＲ 

ジェフ・バックリィ  

（3分 35秒） 

＜MHCP85＞  

 

 



「ザ・トウェルフス・オブ・ネヴァー」  

作詞：ＪＡＹ＆ＪＥＲＲＹ ＬＩＶＩＮＧＳＴＯＮ，Ｐ．Ｆ．ＷＥＢＳＴＥＲ／作曲：Ｊ

ＡＹ＆ＪＥＲＲＹ ＬＩＶＩＮＧＳＴＯＮ，Ｐ．Ｆ．ＷＥＢＳＴＥＲ 

ニーナ・シモン  

（3分 30秒） 

＜R272567＞  

 

「ア・ビジー・ベイビー」  

作曲：ゴンザレス三上 

スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン  

（2分 35秒） 

＜XNHL-18001＞  

 

「ブリーカー・ストリート」 

作曲：ＰＡＵＬ ＳＩＭＯＮ／編曲：ＰＡＵＬ ＳＩＭＯＮ 

ジョナサ・ブルック  

（3分 22秒） 

＜TDC-4012＞  

 

「ソンブリーニャ・ブランカ」  

作曲：ＳＥＲＧＩＯ ＳＡＮＴＯＳ／編曲：ＳＥＲＧＩＯ ＳＡＮＴＯＳ 

セルジオ・サントス  

（3分 39秒） 

＜BF907＞  

 

「ア・モンターニャ・ソニア」 

作曲：ＳＥＲＧＩＯ ＳＡＮＴＯＳ／編曲：ＳＥＲＧＩＯ ＳＡＮＴＯＳ 

セルジオ・サントス  

（3分 59秒） 

＜BF907＞  

 

「カンソン・デ・クーナ・コステラ」 

作曲：ＬＩＮＡＲＥＳ ＣＡＲＤＯＳＯ／編曲：ＬＩＮＡＲＥＳ ＣＡＲＤＯＳＯ 

カルロス・アギーレ  

（6分 12秒） 

＜SHCD-023＞  


