
「世界の快適音楽セレクション」　2010年 5 月 29日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 早起きと夜更かしの音楽 － 

 

「朝のめざめ」  

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（3分 13秒） 

＜PCCA02102＞  

 

「アーリー・イン・ザ・モーニング」 

作詞：Ｄ．ＢＡＲＬＥＹ，Ｌ．ＨＩＣＫＭＡＮ，Ｌ．ＪＯＲＤＡＮ／作曲：Ｄ．ＢＡＲＬ

ＥＹ，Ｌ．ＨＩＣＫＭＡＮ，Ｌ．ＪＯＲＤＡＮ 

レイ・チャールズ  

（2分 43秒） 

＜AMCY-326＞  

 

「モーニング・バード」 

作詞：Ｓ．ＭＡＴＴＨＥＷＭＡＮ，ＳＡＤＥ ＡＤＵ，Ａ．ＨＡＬＥ／作曲：Ｓ．ＭＡＴ

ＴＨＥＷＭＡＮ，ＳＡＤＥ ＡＤＵ，Ａ．ＨＡＬＥ 

シャーディー  

（3分 55秒） 

＜88697639332＞  

 

「リヴィング・ウィズアウト・ユー」  

作詞：ＲＡＮＤＹ ＮＥＷＭＡＮ／作曲：ＲＡＮＤＹ ＮＥＷＭＡＮ 

ニルソン  

（2分 36秒） 

＜BVCM-37244＞  

 

「歌劇「うぐいす」から うぐいすの歌」  

作曲：ストラヴィンスキー 

フィリス・ブリン・ジュルソン（ソプラノ）、ＢＢＣ交響楽団（管弦楽）、ピエール・ブー

レーズ（指揮）  

（3分 10秒） 

＜WPCC-5262＞  

 

 



「バーン・ダンス・チューンズ」  

作曲：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ 

ヘフトーン・バンジョー・オーケストラ  

（2分 07秒） 

＜CD01＞  

 

「寝不足なの」 

作詞：永六輔／作曲：中村八大 

弘田三枝子  

（2分 28秒） 

＜TOCT26861＞  

 

「真夜中に」 

作詞：Ａ．ＦＩＧＵＥＲＥＤＯ，Ｊ．Ｍ．ＣＯＳＴＡ／作曲：Ａ．ＦＩＧＵＥＲＥＤＯ，

Ｊ．Ｍ．ＣＯＳＴＡ 

マイーザ  

（3分 11秒） 

＜BOM22038＞  

 

「夜明け」  

作曲：ＫＥＰＡ ＪＵＮＫＥＲＡ 

ケパ、サバレタ、イマノル  

（3分 29秒） 

＜ERPCD-5931＞  

 

「ザ・ランド・オブ・ザ・ハイウェイ」 

作曲：ＣＯＮＦＯＲＣＥ 

コンフォース  

（5分 55秒） 

＜MEAN020CD＞  

 

「楽しい夜更かし」 

作詞：大瀧詠一／作曲：大瀧詠一 

大瀧詠一  

（2分 11秒） 

＜SRCL5004＞  

 

 



「スリー・アワーズ・パスト・ミッドナイト」 

作曲：ＷＡＴＳＯＮ，ＬＩＮＧ 

ジョニー・ギター・ワトソン  

（3分 24秒） 

＜PCD-3026,3027＞  

 

「ラヴ・イン」 

作曲：Ｅ．ＢＬＡＮＣ，Ｊ．Ａ．ＧＲＩＦＦＩＮ，Ｔ．Ｘ．ＦＡＲＴＨＩＮＧＳＷＯＲＴ

Ｈ 

ザ・モーニング・グローリーズ  

（2分 35秒） 

＜RHM2-7818＞  

 

「ハクション大魔王のうた」 

作詞：丘灯至夫／作曲：市川昭介 

嶋崎由理  

（2分 16秒） 

＜56CC-1391,1392＞  

 

「暗い夜」 

作詞：志摩多起夫／作曲：大塚喜章 

古谷充、ザ・フレッシュメン  

（4分 01秒） 

＜PCD-1525＞  

 

「ミッドナイト・アット・マキシムズ」 

作曲：エディー・ヒギンス 

エディー・ヒギンス・トリオ  

（4分 16秒） 

＜VHCD-1030＞  

 

「浪花刑事ブルース」 

作詞：秋元康／作曲：茂木康亘 

中谷満男  

（4分 03秒） 

＜VICL-36545＞  

 

 



「サッチ・ア・ナイト」  

作曲：ＭＡＣ ＲＥＢＥＮＮＡＣＫ 

ドクター・ジョン  

（2分 55秒） 

＜AMCYT-234＞  

 

「ミッドナイト・ケーブル・カー」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（4分 53秒） 

＜PCCA02102＞  

 

「遠く離れて」 

作詞：詳細不明／作曲：詳細不明 

ファウスティーノ・サンタリセス  

（2分 58秒） 

＜BNSCD-905＞  

 

「接吻」 

作詞：山田晃士／作曲：山田晃士 

山田晃士  

（4分 52秒） 

＜DMXC-0001＞  



2010年 5 月 22日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 発芽の音楽 － 

 

「子供の時間」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（1分 13秒） 

＜XNHL-15001＞  

 

「プッシン・トゥー・ハード」 

作詞：ＳＫＹ ＳＡＸＯＮ／作曲：ＳＫＹ ＳＡＸＯＮ 

ザ・シーズ  

（2分 34秒） 

＜FBOOK16＞ 

 

「モルト・バーレイ・ブルース」  

作詞：ＧＡＬＬＡＧＨＥＲ／ＬＹＬＥ／作曲：ＧＡＬＬＡＧＨＥＲ／ＬＹＬＥ 

マクギネス・フリント  

（2分 12秒） 

＜HUX029＞  

 

「アフター・シックス」 

作詞：ＧＲＥＥＮ ＧＡＲＴＳＩＤＥ／作曲：ＧＲＥＥＮ ＧＡＲＴＳＩＤＥ 

スクリティー・ポリティー  

（2分 14秒） 

＜79966-2＞  

 

「芽生え」  

作曲：三木稔 

吉村七重（二十絃）  

（3分 27秒 

＜VICG-41112＞ 

  

「少女時代」  

作詞：カルメン・パリス／作曲：カルメン・パリス 

カルメン・パリス  

（3分 40秒） 

＜OMCX-1145＞  

 



「スワッガー」 

作曲：ＬＡＧＥ ＬＵＮＤ 

ラージ・ラウンド  

（7分 28秒） 

＜CRISS1321CD＞  

 

「初恋の場所」 

作詞：孫儀、劉家昌／作曲：孫儀、劉家昌 

フェイ・ウォン  

（3分 32秒） 

＜POCP-7074＞  

 

「ザ・シークレット・シード」 

作曲：ＴＨＥ ＲＥＳＩＤＥＮＴＳ 

ザ・レジデンツ  

（2分 47秒） 

＜BOM22047＞  

 

「ホームグロウン」 

作詞：ＮＥＩＬ ＹＯＵＮＧ／作曲：ＮＥＩＬ ＹＯＵＮＧ 

ニール・ヤング  

（2分 21秒） 

＜WPCR-11672＞  

 

「ノーズ・ヒム」 

作詞：ＶＩＶＩＡＮ ＳＴＡＮＳＨＡＬＬ／作曲：ＶＩＶＩＡＮ ＳＴＡＮＳＨＡＬＬ 

ヴィヴィアン・スタンシャル  

（2分 21秒） 

＜CASCD1153＞  

 

「目を閉じて」  

作詞：永六輔／作曲：中村八大 

和田弘、マヒナスターズ  

（2分 58秒） 

＜TOCT-26861＞  

 

 



「ユー・マスト・ビリーヴ・イン・スプリング」 

作曲：ＭＩＣＨＥＬ ＬＥＧＲＡＮＤ 

ビル・エヴァンス  

（5分 37秒） 

＜8 122-73719-2＞  

 

「スキヤキ・チャ・チャ」 

作詞：ＳＬＩＭ ＧＡＩＬＬＡＲＤ／作曲：ＳＬＩＭ ＧＡＩＬＬＡＲＤ 

スリム・ゲイラード  

（2分 10秒） 

＜VIM5608＞  

 

「私は生まれ変わる」 

作詞：ＹＡＮＮＩＳ ＰＡＮＯＳ／作曲：ＨＲＩＳＴＯＳ ＮＩＫＯＬＯＰＯＵＬＯＳ 

ハリス・アレクシーウ  

（4分 30秒） 

＜RESCD183＞  

 

「胎児の夢」  

作詞：佐井好子／作曲：佐井好子 

佐井好子  

（9分 04秒） 

＜CDSOL-0020,0021＞  

 

「パサンド・エル・マール」 

作詞：ＡＬＥＪＡＮＤＲＯ ＦＲＡＮＯＶ／作曲：ＡＬＥＪＡＮＤＲＯ ＦＲＡＮＯＶ 

プエンテ・セレステ  

（2分 47秒） 

＜MAP174＞  

 

「初恋」 

作詞：チチ松村／作曲：チチ松村 

チチ松村  

（3分 36秒） 

＜XNHL-12001＞  

 

 



「ホエン・ザ・ディール・ゴーズ・ダウン」 

作詞：ＢＯＢ ＤＹＬＡＮ／作曲：ＢＯＢ ＤＹＬＡＮ 

ボブ・ディラン  

（5分 04秒） 

＜SICP1138＞  

 

「シーヴス」 

作詞：Ｚ．ＤＥＳＣＨＡＮＥＬ／作曲：Ｚ．ＤＥＳＣＨＡＮＥＬ 

シー・アンド・ヒム  

（2分 52秒） 

＜PCD-93325＞  



2010年 5 月 15日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 傘と鞄の音楽 － 

 

「雨上がりの王国」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（4分 12秒） 

＜ESCB1059＞  

 

「映画『シェルブールの雨傘』からガレージのシーン」 

作詞：Ｊ．ＤＥＭＹ，Ｍ．ＲＡＮＤＬＥＧ／作曲：Ｊ．ＤＥＭＹ，Ｍ．ＲＡＮＤＬＥＧ 

『シェルブールの雨傘』サントラ  

（2分 50秒） 

＜834139-2＞  

 

「レット・ア・スマイル・ビー・ユア・アンブレラ」 

作曲：Ｓ．ＦＡＩＲ，Ｆ．ＷＨＥＥＬＥＲ，Ｉ．ＫＡＨＡＬ 

ベルト・ケンプフェルト楽団  

（2分 15秒） 

＜TARCD-1045＞  

 

「リロイ・ブラウン」 

作詞：ＦＲＥＤＤＩＥ ＭＥＲＣＵＲＹ／作曲：ＦＲＥＤＤＩＥ ＭＥＲＣＵＲＹ 

クイーン  

（2分 15秒） 

＜CP32-5378＞  

 

「パパズ・ゴット・ア・ブランニュー・バッグ」 

作詞：Ｊ．ＢＲＯＷＮ／作曲：Ｊ．ＢＲＯＷＮ 

ロジャー・トラウトマン  

（3分 45秒） 

＜1-25496＞  

 

「ザ・ワン・シング・アバウト・ユー」  

作詞：Ｆ．ＳＡＬＡＭＯＮＥ，Ｊ．ＳＴＥＩＧＭＥＹＥＲ／作曲：Ｆ．ＳＡＬＡＭＯＮＥ，

Ｊ．ＳＴＥＩＧＭＥＹＥＲ 

スーツケース  

（3分 20秒） 

＜S-12347074N7＞  

 



「スーツケース・ソング」  

作詞：ＮＥＬＬＩＥ ＭＣＫＡＹ／作曲：ＮＥＬＬＩＥ ＭＣＫＡＹ 

ネリー・マッカイ  

（2分 34秒） 

＜SICP638＞  

 

「イエロー・ビーチ・アンブレラ」  

作詞：ＣＲＡＩＧ ＤＯＥＲＧＥ，ＪＵＤＹ ＨＥＮＳＫＥ／作曲：ＣＲＡＩＧ ＤＯＥ

ＲＧＥ，ＪＵＤＹ ＨＥＮＳＫＥ 

クレイグ・ダーギー  

（3分 58秒） 

＜MHCP1198＞  

 

「雨の御堂筋」 

作詞：林春生／作曲：ベンチャーズ 

欧陽菲菲  

（3分 15秒） 

＜TOCT-8517＞  

 

「セコンド・トゥ・ノン」  

作詞：スタフライン・ハウコン／作曲：スタフライン・ハウコン 

スタフライン・ハウコン  

（7分 02秒） 

＜HPPR018＞ 

 

「アンド・スリー・パラソル・スターズ」  

作詞：ＧＩＯＲＧＩＯ ＴＵＭＡ／作曲：ＧＩＯＲＧＩＯ ＴＵＭＡ 

ジョルジオ・トゥマ  

（4分 02秒） 

＜PDCD-027＞  

 

「バグズ・グルーヴ」  

作曲：ＭＩＬＴ ＪＡＣＫＳＯＮ 

ハンク・ジョーンズ  

（4分 27秒） 

＜CCD2-2157-2＞  

 

 



「ニューイングランドの友達」 

作詞：ＥＲＩＮ ＢＯＤＥ，ＡＤＡＭ ＭＡＮＥＳＳ／作曲：ＥＲＩＮ ＢＯＤＥ，ＡＤ

ＡＭ ＭＡＮＥＳＳ 

エリン・ボーディー  

（3分 50秒） 

＜OMCZ-1029＞  

 

「シェルブールの雨傘」 

作曲：ＪＡＣＱＵＥＳ ＤＥＭＹ，Ｍ．ＬＥＧＲＡＮＤ 

ミシェル・ルグラン、ステファン・グラッペリ  

（3分 50秒） 

＜PHCA-1062＞  

 

「フロウ」  

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（2分 50秒） 

＜ESCL2430,2431＞  

 

「ブラック・メヌエット・ワルツ」 

作曲：ショパン／編曲：ＪＡＭＥＳ ＢＯＯＫＥＲ 

ジェームス・ブッカー  

（3分 11秒） 

＜HELP-26＞  

 

「デヴィルズ・スポーク」 

作詞：ＬＡＵＲＡ ＭＡＲＬＩＮＧ／作曲：ＬＡＵＲＡ ＭＡＲＬＩＮＧ 

ローラ・マーリング  

（3分 39秒） 

＜CDV3075＞  

 

「クアジ・セラ」 

作詞：Ｌ．ＴＥＮＣＯ，Ｃ．ＤＩＮＩＤＡ／作曲：Ｌ．ＴＥＮＣＯ，Ｃ．ＤＩＮＩＤＡ 

スピネッティ、ダヂ、チェカレリ、ペトレーニ  

（3分 40秒） 

＜RCIP-0141＞  

 

「月下夜話」  

作詞：柴田那未／作曲：尾方伯郎 

ミヌアノ  



（5分 27秒） 

＜UVCA-2002＞  



2010年 5 月 8日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ ハトとヒバリとフクロウの音楽－ 

 

「蒸気の羽根」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（3分 52秒） 

＜ESCB-1063＞  

 

「ヤハマミ」 

作詞：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ／作曲：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ 

シェブ・マミ  

（3分 27秒） 

＜72438101312＞  

 

「ラーク」  

作曲：ＬＩＮＤＡ ＬＥＷＩＳ 

リンダ・ルイス  

（4分 24秒） 

＜WPCR-75429＞  

 

「飛べないフクロウ」  

作詞：休みの国／作曲：休みの国 

休みの国  

（3分 33秒） 

＜IOCD-40023＞  

 

「リトル・グリーン・アップル」 

作詞：ＢＯＢＢＹ ＲＵＳＳＥＬＬ／作曲：ＢＯＢＢＹ ＲＵＳＳＥＬＬ 

ＢＪトーマス  

（3分 52秒） 

＜CCM-2059＞  

 

「シ・ヴォセ・ペンセ」 

作詞：ＥＲＡＳＭＯ ＣＡＲＬＯＳ，ＲＯＢＥＲＴ ＣＡＲＬＯＳ／作曲：ＥＲＡＳＭＯ 

ＣＡＲＬＯＳ，ＲＯＢＥＲＴ ＣＡＲＬＯＳ 

エリス・レジーナ  

（2分 58秒） 

＜UICY-3508＞  

 



「あげひばり」 

作曲：ヴォーン・ウィリアムズ 

アン・アキコ・マイヤーズ（バイオリン）、フィルハーモニア管弦楽団（管弦楽）、アンド

リュー・リットン（指揮）  

（14分 36秒） 

＜BVCC-649＞  

 

「スカイラーク」 

作詞：Ｈ．ＣＡＲＭＩＣＨＡＥＬ／作曲：Ｈ．ＣＡＲＭＩＣＨＡＥＬ 

ワン・フォー・オール  

（6分 01秒） 

＜TKCV-35095＞  

 

「アイム・ゴーイング・ダウン・トゥ・ルーシー・メーズ」 

作詞：ＬＡＵＲＡ ＤＵＫＥＳ／作曲：ＬＡＵＲＡ ＤＵＫＥＳ 

ローラ・デュークス  

（2分 00秒） 

＜120.920＞  

 

「リジョイシング・イン・ザ・ハンズ」 

作詞：ＤＥＶＥＮＤＲＡ ＢＡＮＨＡＲＴ／作曲：ＤＥＶＥＮＤＲＡ ＢＡＮＨＡＲＴ 

デヴェンドラ・バンハート  

（1分 41秒） 

＜YG24＞  

 

「ア・ラーク」  

作曲：ＦＲＥＤ ＨＥＲＳＣＨ 

フレッド・ハーシュ  

（8分 22秒） 

＜PM2116＞  

 

「放課後の音楽室（ライヴバージョン）」 

作曲：ゴンチチ 

ゴンチチ  

（1分 58秒） 

＜ESCL2430,2431＞  

 

「ミーニャ・ナモラーダ」 

作詞：Ｃ．ＬＹＲＡ，Ｖ．ＤＥ ＭＯＲＡＥＳ／作曲：Ｃ．ＬＹＲＡ，Ｖ．ＤＥ ＭＯＲ

ＡＥＳ 



アグスティン・ペレイラ  

（3分 29秒） 

＜CMYK-6202＞  

 

「ウナ・カンシオン・メ・トラハ・ハスタ・アキ」 

作曲：ＪＯＲＧＥ ＤＲＥＸＬＥＲ／編曲：ＪＯＲＧＥ ＤＲＥＸＬＥＲ 

ホルヘ・ドレクスレル  

（3分 19秒） 

＜523778＞  

 

「ムンド・アビサル」 

作曲：ＪＯＲＧＥ ＤＲＥＸＬＥＲ／編曲：ＪＯＲＧＥ ＤＲＥＸＬＥＲ 

ホルヘ・ドレクスレル  

（4分 09秒） 

＜523778＞  

 

「イン・カリフォルニア」 

作曲：ＪＯＡＮＮＡ ＮＥＷＳＯＭ／編曲：ＪＯＡＮＮＡ ＮＥＷＳＯＭ 

ジョアンナ・ニューサム  

（8分 41秒） 

＜PCD18619＞  



2010年 5 月 1日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパＱ 

－ パリの音楽 － 

 

「スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン」 

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  

（3分 41秒） 

＜XNHL-18001＞  

 

「パリのお嬢さん」 

作曲：Ｐ．ＤＵＲＡＮＤ 

アルフレッド・ハウゼ・タンゴ・オーケストラ  

（2分 43秒） 

＜UICY-4141＞  

 

「パリジャン・ワルツ」  

作曲：ムリエル・アンダーソン 

ムリエル・アンダーソン  

（2分 42秒） 

＜CRCI-20321＞  

 

「モン・パリ」 

作詞：岸田辰彌／作曲：Ｊ．ボアイエ、Ｖ．スコット 

遊佐未森  

（2分 44秒） 

＜YCCW-10042＞  

 

「パリ百景から「ビューグルを吹くひと」「もう手紙をくれないのかい」」  

作曲：プーランク 

ジェラール・スゼー（バリトン）、ダルトン・ボールドウィン（ピアノ）  

（2分 38秒） 

＜TOCE-7742～7745＞  

 

「アイ・ウィッシュ・アイ・ニュー」 

作詞：ＭＡＲＫ ＧＯＲＤＯＮ，ＨＡＲＲＹ ＷＡＲＲＥＮ／作曲：ＭＡＲＫ ＧＯＲＤ

ＯＮ，ＨＡＲＲＹ ＷＡＲＲＥＮ 

イボンヌ・ウォルター  

（5分 42秒） 

＜MZCF-1196＞  

 



「マンボ・エン・パリ」  

作曲：ＬＥＷＩＳ ＶＡＲＯＮＡ 

ルイス・バローナ楽団  

（3分 38秒） 

＜FA5132＞  

 

「エイプリル・イン・パリ」 

作詞：ＶＥＲＮＯＮ ＤＵＫＥ，Ｅ．Ｙ．ＨＡＲＢＵＲＧ／作曲：ＶＥＲＮＯＮ ＤＵＫ

Ｅ，Ｅ．Ｙ．ＨＡＲＢＵＲＧ 

チャーリー・パーカー  

（3分 06秒） 

＜314523984-2＞  

 

「ス・ワンダフル」 

作詞：アイラ・ガーシュウィン／作曲：ジョージ・ガーシュウィン 

映画「巴里のアメリカ人」サントラ  

（2分 58秒） 

＜YDG74640＞  

 

「アイ・トールド・マイ・ベイビー・ウィズ・ジ・ウクレレ」 

作詞：ＨＡＲＧＲＥＡＶＥＳ／作曲：ＨＡＲＧＲＥＡＶＥＳ 

ジョージ・フォームビー  

（3分 07秒） 

＜CD6019＞  

 

「アイ・ラヴ・パリ」 

作詞：ＣＯＬＥ ＰＯＲＴＥＲ／作曲：ＣＯＬＥ ＰＯＲＴＥＲ 

美空ひばり  

（3分 05秒） 

＜COCP-33254＞  

 

「レジダンス」 

作詞：Ｍ．ＡＮＥＭＩＣＨＥ，Ｓ．ＡＺＥＭ，Ｎ．ＭＥＺＩＡＮＥ，ＥＴＣ．／作曲：Ｍ．

ＡＮＥＭＩＣＨＥ，Ｓ．ＡＺＥＭ，Ｎ．ＭＥＺＩＡＮＥ，ＥＴＣ． 

オルケストル・ナシオナル・ドゥ・バルベス  

（4分 17秒） 

＜ARPCD-6126＞  

 

 



「ザ・バイシクル・ライド」  

作曲：ＭＩＣＨＩＹＯ ＹＡＧＩ 

八木美知依  

（5分 21秒） 

＜ZIP-0019＞  

 

「オルリーのサンバ」  

作詞：ヴィニシウス・ヂ・モラエス、トッキーニョ、シコ・ブアルキ／作曲：ヴィニシウ

ス・ヂ・モラエス、トッキーニョ、シコ・ブアルキ 

トッキーニョ、シコ・ブアルキ  

（2分 39秒） 

＜60249882904＞  

 

「ミュゼット」 

作詞：ＦＬＯＵＲＯＮ，ＬＥＯ ＪＡＣ／作曲：ＦＬＯＵＲＯＮ，ＬＥＯ ＪＡＣ 

フレエル  

（2分 37秒） 

＜DH002CD＞  

 

「ダークアイズ」  

作曲：ＴＲＡＤＩＴＩＯＮＡＬ 

シ・デ・デッセ・スウィング  

（3分 04秒） 

＜CM-090821＞  

 

「メニルモンタン、マック・ザ・ナイフ」 

作詞：ＢＥＲＴＨＯＬＤ ＢＲＥＣＨＴ／作曲：ＣＨＡＲＬＥＳ ＴＲＥＮＥＴ，ＫＵＲ

Ｔ ＷＥＩＬＬ 

ゴンチチ  

（3分 01秒） 

＜PCCA-01792＞  

 

「パルケ」 

作詞：オンダ・バガ／作曲：オンダ・バガ 

オンダ・バガ  

（2分 57秒） 

＜BNSCD-759＞  

 

 



「歌ぬ泉」 

作詞：登川誠仁／作曲：登川誠仁 

登川誠仁  

（4分 16秒） 

＜RES-163＞  

 

「ぬんぬくそいそい」  

作詞：民謡／作曲：民謡 

登川誠仁  

（3分 10秒） 

＜RES-163＞  


