
「世界の快適音楽セレクション」　 2010 年 6 月 26 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 時空を超える音楽 － 

  

「アイム・ユー」 (ゴンチチ) 

 (3 分 53 秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB-1309＞ 

  

「スペース・ウォーカー」 (F) 

 (5 分 33 秒) 

 ＜7LEVEN REC. 7EVENCD01＞ 

  

「タリ」 (ジャック・パラン) 

 (5 分 36 秒) 

 ＜NAIVE Y226188＞ 

  

「エグジット・パーミット」 (ジャヴァ・ジャズ) 

 (6 分 40 秒) 

 ＜INLINE MUSIC＞ 

  

「平均律クラヴィール曲集 第 2巻 第 1番 ハ長調」バッハ作曲 

 (4 分 55 秒) 

 (ピアノ)グレン・グールド 

 ＜SONY MUSIC 88697148052＞ 

  

「オパール 2」 (レヴェル) 

 (6 分 31 秒) 

 ＜SPEKK KK016＞ 

  

「ライト・イン・オーガスト」 (ダニー・ノーバリー) 

 (3 分 18 秒) 

 ＜LACIES REC. LOVELACIESO 03＞ 

  

「フロム・ビヨンド・ザ・スター」 (ジェフ・ミルズ) 

 (4 分 25 秒) 

 ＜AXIS XECD-1122＞ 

  

「タンダバ」 (タダオと横沢) 

 (7 分 47 秒) 

 ＜BABUBAGAN BBRC-00031＞ 

  



「ムード・インディゴ」 (フランク・シナトラ) 

 (3 分 30 秒) 

 ＜CAPITOL 724349475526＞ 

  

「バロック」 (アウフガング) 

 (4 分 52 秒) 

 ＜THIRD-EAR XECD-1125＞ 

  

「合唱、弦楽オーケストラ、ピアノのための“ミサ"から  

 “アニュス・デイ"」スティーヴ・ドブロゴス作曲 

 (6 分 30 秒) 

 (合唱)聖ヤコブ室内合唱団 

 (ピアノ)スティーヴ・ドブロゴス 

 (演奏)ストックホルム室内オーケストラ 

 (指揮)ゲイリー・グラーデン 

 ＜PHONO SUECIA PSCD-107＞ 

  

「虹」 (ゴンチチ) 

 (2 分 10 秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB-1829＞ 

  

「みぃ・じゃぱにぃず・ぼうい」  

 (高浪慶太郎となんがさきふぁいぶ) 

 (4 分 46 秒) 

 ＜PLAYTIME PTR-001＞ 

  

「ダブル・ノッツ」 (リヴィング・シスターズ) 

 (2 分 50 秒) 

 ＜VANGUARD 78042-2＞ 

  

「ペニーレーン」 (トリオ・エスペランサ) 

 (3 分 15 秒) 

 ＜GEMM PRODUCTION FMD46050  369492＞ 

  

「フォー・オール・ウィ・ノウ」  

 (ホセ・ジェイムズ、ジェフ・ニーヴ) 

 (5 分 13 秒) 

 ＜ONI UCCV-1128＞ 

  



2010 年 6 月 19 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 輪の音楽 －  

  

「ループ」 (ゴンチチ) 

 (2 分 47 秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB-1829＞ 

  

「輪になって踊ろう」 (イヴァン・リンス) 

 (3 分 38 秒) 

 ＜東芝 EMI TOCP-66052＞ 

  

「管弦楽のための 3つの小品 作品 6 第 2“輪舞"」  

 ベルク作詞/作曲 

 (5 分 31 秒) 

 (管弦楽)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 

 (指揮)クラウディオ・アバド 

 ＜DEUTSCHE GRAMMOPHON  POCG-1945＞ 

  

「フラ・フープ・ソング」 (中島そのみ) 

 (2 分 33 秒) 

 ＜P-VINE PCD-1562＞ 

  

「ヌーン・ヒル・ウッド」 (リチャード・スケルトン) 

 (8 分 27 秒) 

 ＜TYPE TYPE-055＞ 

  

「ヴィジット」 (ザ・サークル) 

 (2 分 16 秒) 

 ＜SONY REC. SRCS-6452＞ 

  

「フープス・アイム・アン・インディアン」(ハル・ウィルナー) 

 (3 分 50 秒) 

 ＜PUSSYFOOT CDLP012＞ 

  

「沈黙の音楽 第 1冊から 第 1番」 モンポウ作曲 

 (1 分 48 秒) 

 (ピアノ)高橋悠治 

 ＜FONTEC FOCD9346＞ 

  

「ザ・ドリフター」(ロジャー・ニコルズ、  



 ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ) 

 (2 分 31 秒) 

 ＜REV-OLA CRREV86＞ 

  

「エンジェルズ」 (プンクト) 

 (3 分 57 秒) 

 ＜POLYVOX PUCD2001＞ 

  

「アクセンチュエイテ・ザ・ポジティヴ」(エディ・エリクソン) 

 (4 分 23 秒) 

 ＜BLUE SWING BSR004＞ 

  

「ハート・ライク・ホイール」 (ケイト&アン・マッガリグル) 

 (3 分 14 秒) 

 ＜WARNER BROS WPCR-2157＞ 

  

「サークル」 (マイルス・デイヴィス) 

 (5 分 54 秒) 

 ＜COLUMBIA CK65682＞ 

  

「スモーク・リングス」 (サム・クック) 

 (3 分 27 秒) 

 ＜BMG BVCP-919＞ 

  

「ハイキング」 (ゴンチチ) 

 (2 分 33 秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB-1221＞ 

  

「ブリーザー・アイスクリーム」 (ナタリー・マーチャント) 

 (5 分 17 秒) 

 ＜NONESUCH 522304-2＞ 

  

「タイトロープ」 (ジャネル・モネイ) 

 (4 分 22 秒) 

 ＜BAD BOY/WONDALAND 512256-2＞ 

  

「ゼブロン」 (ルーファス・ウェインライト) 

 (5 分 46 秒) 

 ＜DECCA 0602527372471＞ 



2010 年 6 月 12 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ クリーミーな音楽・パウダーの音楽 － 

  

「コーヒー・ブレイク・イン・ザ・バーン」  

 (スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン) 

 (4 分 08 秒) 

 ＜IN THE GARDEN XNHL-18001＞ 

  

「夏道」 (高中正義) 

 (5 分 06 秒) 

 ＜LAGOON REC. LAG0010＞ 

  

「ユー・アー・ザ・クリーム・イン・マイ・コーヒー」  

 (ルース・エッティング) 

 (3 分 05 秒) 

 ＜ASV LTD. CD AJA5008＞ 

  

「イン・ア・サイレント・ウェイ」 (ジョー・ザヴィヌル) 

 (5 分 15 秒) 

 ＜INTUITION INT34502＞ 

  

「エチオ・ブルース」 (ムラトゥ・アスタトケ) 

 (7 分 02 秒) 

 ＜STRUT STRUT 056CD＞ 

  

「スキー・スキー(スキーなの)」 (HIS) 

 (3 分 24 秒) 

 ＜東芝 EMI TOCT-6195＞ 

  

「ホープ・ヴァレー・ヒル」 (ヘリオス) 

 (5 分 18 秒) 

 ＜TYPE REC. TYPE042＞ 

  

「バレエ組曲“三角帽子"から“粉屋の踊り"」 ファリャ作曲 

 (2 分 58 秒) 

 (管弦楽)パリ・オペラ座管弦楽団 

 (指揮)ロベルト・ベンツィ 

 ＜PHILIPS PHCP-9705＞ 

  

  



「レディーン・エイブル」 (フランク・ヴィニョーラ) 

 (5 分 07 秒) 

 ＜CONCORD JAZZ CCD-4576＞ 

  

「涙のクラウン」 (スモーキー・ロビンソン、ザ・ミラクルズ) 

 (3 分 00 秒) 

 ＜UNIVERSAL UICY-4307＞ 

  

「チョコレート・オン・マイ・タング」  

 (ザ・ウッド・ブラザーズ) 

 (2 分 47 秒) 

 ＜BLUE NOTE 0946355535 29＞ 

  

「圭子の夢は夜ひらく」 (藤圭子) 

 (4 分 08 秒) 

 ＜BMG BVCH-720＞ 

  

「スノー・フラワー」 (ゴンチチ) 

 (2 分 50 秒) 

 ＜ポニーキャニオン PCCA-01960＞ 

  

「組曲“動物の謝肉祭"から白鳥」 サン・サーンス作曲 

 (1 分 05 秒) 

 (チェロ)ピエール・フルニエ 

 (ピアノ)ジェラルド・ムーア 

 ＜TESTAMENT REC. SBT1016＞ 

  

「白鳥」 (ハワイアーナ) 

 (2 分 02 秒) 

 ＜VICTOR VICL-61978＞ 

  

「白鳥」 サン・サーンス作曲 

 (2 分 56 秒) 

 (テルミン)クララ・ロックモア 

 (ピアノ)ナディア・レイゼンベルク 

 ＜DELOS REC. D/CD1014＞ 

 

「息をするように」 (ヘオルヒナ・ハッサン) 

 (3 分 53 秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-762＞ 



 

「海の旅」 (フリエタ・サバネス) 

 (4 分 33 秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-761＞ 

 

「クンビア・タバコ・イ・ロン」 (ヘンリー・オルティス) 

 (3 分 29 秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-760＞ 

 

「アシ・トダ・ラ・ビダ」  

 (サンライトスクウェア・ラテン・コンボ) 

 (4 分 25 秒) 

 ＜OCTAVE LAB OTLCD-1370＞ 

  



2010 年 6 月 5 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q  

－ 飛び立つ・舞い降りる音楽 － 

  

「リーヴ・フロム・ジ・エアポート」 (ゴンチチ) 

 (4 分 36 秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB-1647＞ 

  

「気球のワルツ」 (扇谷一穂) 

 (4 分 11 秒) 

 ＜TROPICAL TRP-10003＞ 

  

「アイ・ストール・ザ・ライト・トゥー・リヴ」  

 (マイケル・ハーレイ) 

 (3 分 56 秒) 

 ＜GNOMONSONG REC. GONG13＞ 

  

「オラトリオ“聖母マリアの被昇天"からシンフォニア」  

 (アカデミア・ビザンチーナ) 

 (2 分 16 秒) 

 ＜UNIVERSAL UCCD-1113＞ 

  

「アハターバーン」 (フォルカー・クリーゲル) 

 (5 分 09 秒) 

 ＜MPS 0068.206＞ 

  

「帰ってきたヨッパライ」 (巻上公一) 

 (3 分 42 秒) 

 ＜EMI MUSIC JAPAN EDGS-45＞ 

  

「鳥は星形の庭に降りる」 武満徹・作曲 

 (5 分 56 秒) 

 (管弦楽)東京都交響楽団 

 (指揮)外山雄三 

 ＜COLUMBIA COCO-70775＞ 

  

「フォー・ワンス・イン・マイ・ライフ」  

 (トニー・ベネット、スティーヴィー・ワンダー) 

 (3 分 22 秒) 

 ＜SONY MUSIC SICP-1152＞ 

  



「ジャスト・ア・クローサー・ウォーク・ウィズ・ジー」  

 (スタントン・ムーア) 

 (3 分 07 秒) 

 ＜BUFFALO REC. BUF-511＞ 

  

「フェアウェル・ランチ・フォー・ローラ」  

 (ヴィクター・ヴァーモン) 

 (3 分 48 秒) 

 ＜HEFTY REC. HEFTY060＞ 

  

「今池音頭」 (ザ・ピーナッツ) 

 (3 分 08 秒) 

 ＜KING REC. NMAX1073＞ 

  

「ドリフト」 (ブライアン・イーノ) 

 (3 分 03 秒) 

 ＜VIRGIN EG REC. EGCD53＞ 

  

「エヴァーグレイド」 (エド・ディーン) 

 (3 分 31 秒) 

 ＜BLUE NAVIGATOR BN040＞ 

  

「行ってきます」 (ゴンチチ) 

 (3 分 21 秒) 

 ＜EPIC REC. ESCL-2552＞ 

  

「キャラヴァン」 (デューク・エリントン) 

 (1 分 08 秒) 

 ＜COLUMBIA CK57901＞ 

  

「キャラヴァン」 (ナット・キング・コール) 

 (2 分 00 秒) 

＜CAPITOL REC. 7243 5 2008 728＞ 

  

「キャラヴァン」 (ファンファーレ・チォカリーア) 

 (2 分 30 秒) 

 ＜ASPHALT TANGO REC. CLAY-6＞ 

  

  



「パンチ・ドランク」 (ネッサイ) 

 (3 分 42 秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-544＞ 

  

「私たちの文化」 (マリエム・ハッサン) 

 (3 分 00 秒) 

 ＜ビーンズレコード BNSCD-545＞ 

  

「トレイディング・エイツ」  

 (ファイヴ・コーナーズ・クインテット) 

 (4 分 00 秒) 

 ＜T.A.C.S.REC. TACM-0019＞ 

 


