
「世界の快適音楽セレクション」　2010年 7 月 31日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ シャープな音楽 － 

  

「ブルーレディーに赤いバラを」 (ゴンチチ) 

(3分 25秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「キャンディ・ハウス」 (ミッシェル・ガン・エレファント) 

(3分 22秒) 

＜コロムビア COCP-50719＞ 

 

「練習曲 作品 10 第 1 ハ長調」 ショパン作曲 

(1分 57秒) 

(ピアノ)マウリツィオ・ポリーニ 

＜UNIVERSAL UCCG2002＞ 

 

「オビエド」 (ブラインド・パイロット) 

(3分 50秒) 

＜EXPUNGED REC. ER0007＞ 

 

「ホワイ・トゥー・ケイ?」 (ダップ・セオリー) 

(3分 37秒) 

＜CONCORD REC. CCD-2208-2＞ 

 

「シェイロ・ヂ・デドス」 (ギンガ) 

(1分 28秒) 

＜VELAS PRODUCOES ARTISTICAS11-V199＞ 

 

「買い物ブギ」 (ザザ・アヴェック・カフェ・マヌーシュ) 

(5分 41秒) 

＜ATELIER PARIS＞ 

 

「スモーク」 (ファニア・オール・スターズ) 

(4分 04秒) 

＜コロムビア V2CP5027＞ 

 

「スティル“トランジトリー・アンセストリー"」  

(マイケル・グレゴリー・ジャクソン) 

(4分 53秒) 

＜IAI REC. IAI37.38.57＞ 



「私たちはバビロンの河に座し、涙した」 アルヴォ・ペルト作曲 

(6分 31秒) 

(合唱)ヒリヤード・アンサンブル 

(オルガン)クリストファー・バウアーズ・ブロードベント 

＜ECM REC. UCCE-9503＞ 

 

「ジ・インヴィジブル・ラダー」 (キザイア・ジョーンズ) 

(2分 53秒) 

＜VIRGIN JAPAN VJCP-28104＞ 

 

「シェイク・イット・オフ」  

(ヘンリー・スレッギル、メイク・ア・ムーヴ) 

(5分 07秒) 

＜PI REC. PI01＞ 

 

「モンクナッシュ」 (エリオット・シャープ) 

(3分 29秒) 

＜P-VINE PCD-2788＞ 

 

「ブルー・ブロッサム」 (ゴンチチ) 

(2分 21秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「ジェリコ」 (ジョニ・ミッチェル) 

(3分 25秒) 

＜ASYLUM REC. BB-701＞ 

 

「オール・ザ・ウェザー」 (イノセンス・ミッション) 

(2分 58秒) 

＜BADMAN REC. PCD-93334＞ 

 

「ベルリン」 (ヴィニシウス・カントゥアリア) 

(5分 19秒) 

「フジウ」 (ヴィニシウス・カントゥアリア) 

(3分 19秒) 

＜NAIVE PCD-93336＞  



2010年 7 月 24日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 開放的な音楽 －  

  

「修学旅行夜行列車南国音楽」 (ゴンチチ) 

(4分 45秒) 

＜EPIC ESCB2241＞ 

 

「ファンキー・スタッフ」 (クール&ザ・ギャング) 

(3分 01秒) 

＜POLYGRAM 314538058-2＞ 

 

「オドンソン」 (コー・ニモ) 

(2分 22秒) 

＜ADASA REC. ADCD102＞ 

 

「ビーチ・パーリー」 (波風“ナミカジ") 

(3分 20秒) 

＜aten GOCU-4011＞ 

 

「ボンショウ」 (ゲイリー・ピーコック) 

(6分 13秒) 

＜SONY MUSIC SICP20155＞ 

 

「浜辺の恋」 (宮川はるみ) 

(2分 55秒) 

＜コロムビア BRIDGE-063＞ 

 

「チルドレンズ・ゲーム」(オスカー・ピーターソン・トリオ、  

シンガーズ・アンリミテッド) 

(2分 46秒) 

＜POLYDOR POCJ-2512＞ 

 

「太陽は歌う」 (イニアテュス) 

(3分 27秒) 

＜ignatub2009 IGNA0009＞ 

 

「リトル・ガール」 (ハンネ・ヒュッケルバーグ) 

(2分 54秒) 

＜NETTWERK 067003072922＞ 

 



「大脱走マーチ」 (ミッチ・ミラー合唱団) 

(2分 38秒) 

＜SONY DRF-6005＞ 

 

「ポルカ“はだしで"」 ヨハン・シュトラウス作曲 

(3分 42秒) 

(管弦楽)ウィーン・オペラボール管弦楽団 

(指揮)ウーヴェ・タイマー 

＜日本クラウン COCO-7949＞ 

 

「ジュ・トゥ・ヴ(あなたがほしい)」 (アウラ) 

(2分 37秒) 

＜toera classics TEAR-1＞ 

 

「テーゲー」 (ネーネーズ) 

(2分 20秒) 

＜SONY SRCL-2190＞ 

 

「マルディ・グラ・イン・ニューオーリンズ」  

(ファッツ・ドミノ) 

(2分 20秒) 

＜rhythma and Blues rec RANDB010＞ 

 

「ハイ・オン・ア・ヒルトップ」  

(ヨンダー・マウンテン・ストリング・バンド) 

(2分 40秒) 

＜FROG PAD REC.＞ 

 

「タイム・スタンド・スティル」  

(ゲイリー・ルイス、ザ・プレイボーイズ) 

(2分 00秒) 

＜EMI CDP-7-93449-2＞ 

 

「楽しみな週末」 (ゴンチチ) 

(4分 13秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「ストールン・モーメンツ」 (マーク・マーフィー) 

(2分 12秒) 

＜SCHEMA SCCD449＞ 



「モメントス・ロバドス」 (ウンベルト・アリセア) 

(2分 36秒) 

＜HUMBA HT-001＞ 

 

「ジンガロ」 (サローキ・アーギ) 

(3分 46秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-8869＞ 

 

「トレス・リンダス・クバーナス」 (セプテート・アバネーロ) 

(4分 07秒) 

＜ディスコ・カランバ CRACD-238、239＞ 

 

「南風パート 2」 (屋良文雄) 

(3分 49秒) 

＜リスペクトレコード RES-169＞ 

  



 

2010年 7 月 17日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 船旅の音楽 － 

  

「南方郵便船」 (ゴンチチ) 

(3分 45秒) 

＜EPIC ESCB2241＞ 

 

「憧れのハワイ航路」 (澄淳子) 

(4分 54秒) 

＜日本クラウン BRIDGE-095＞ 

 

「交響組曲“シェエラザード"から 海とシンドバッドの船」  

リムスキー・コルサコフ作曲 

(9分 58秒) 

(バイオリン)ミシェル・シュヴァルベ 

(管弦楽)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)ヘルベルト・フォン・カラヤン 

＜UNIVERSAL UCCG-3823＞ 

 

「太平洋ひとりぼっち」 武満徹・作曲 

(2分 30秒) 

(ギター)鈴木大介 

(ギター)ブランドン・ロス 

(ベース)ツトム・タケイシ 

＜INTOXICATE INTD-1009＞ 

 

「ホエア・イズ・ア・ウェイ」 (ルーク・テンプル) 

(5分 05秒) 

＜MILL POND REC. MP008＞ 

 

「波止場」 (佐井好子) 

(3分 55秒) 

＜SOLID REC. CDSOL0020,0021＞ 

 

「オール・マン・リヴァー」 (映画“ショーボート"サントラ) 

(3分 41秒) 

＜RHINO REC. R2 71998＞ 

 

 



「魅惑の島」 (マーティン・デニー) 

(2分 52秒) 

＜東芝 EMI TOCP-67908＞ 

 

「アーラズ・ワルツ」 (オーラフル・アルナルズ) 

(2分 15秒) 

＜Erased Tapes Rec. eratp17cd＞ 

 

「ほらふきマドロス」 (小林旭) 

(2分 56秒) 

＜日本クラウン CRCN-40769＞ 

 

「地中海にて」 (ファンファーラ・ティラナ) 

(2分 56秒) 

＜piranha CD-PIR2116＞ 

 

「ザ・シャドウ・オブ・ユア・スマイル」  

(トニー・ベネット、フアネス) 

(4分 34秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP1152＞ 

 

「蝶々-San」 (細野晴臣) 

(3分 20秒) 

＜クラウンレコード CRCP-28002＞ 

 

「パイレート・ダンス」 (リロイアンダーソン楽団) 

(1分 59秒) 

＜MCA MCAD2-9815-B＞ 

 

「帰還」 リリー・ブーランジェ作曲 

(4分 16秒) 

(メゾ・ソプラノ)波多野睦美 

(ピアノ)高橋悠治 

＜AVEX AVCL-25475＞ 

 

「ポート・オブ・インセンス」 (ゴンチチ) 

(3分 05秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

 



「ヴァモス・サンバール」 (マルコス・ヴァーリ) 

(3分 44秒) 

＜T.A.C.S.REC. TACM-0017＞ 

 

「椰子の実」 (大山百合香) 

(3分 28秒) 

＜リスペクトレコード RES-167＞ 

 

「ANO SORA」 (巻上公一) 

(6分 15秒) 

＜TZADIK TZ7268＞



2010年 7 月 10日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 料理の音楽 － 

  

「山の温泉旅館」 (ゴンチチ) 

(4分 14秒) 

＜EPIC ESCL-2552＞ 

 

「チキン・ギブレッツ」 (ディジー・ガレスピー) 

(2分 56秒) 

＜GWP REC. PCD-23634＞ 

 

「きょうの料理(旧・新バージョン)」 (冨田勲) 

(1分 28秒) 

＜DENON COCQ-83613＞ 

 

「小麦粉 240グラム」 (ヘニング・シュミット) 

(5分 12秒) 

＜flau FLAU:06＞ 

 

「歌劇“セビリアの理髪師"から 序曲」 ロッシーニ作曲 

(7分 22秒) 

(管弦楽)フィルハーモニア管弦楽団 

(指揮)カルロ・マリア・ジュリーニ 

＜東芝 EMI TOCE-13149＞ 

 

「サタデー・ナイト・フィッシュ・フライ」(ルイ・ジョーダン) 

(5分 21秒) 

＜MCA VICTOR MVCM-618＞ 

 

「オール・アイ・ドゥー・イズ・ドリーム・オブ・ユー」  

(マイケル・ブーブレ) 

(2分 32秒) 

＜REPRISE REC. WPZR-30365＞ 

 

「月の法善寺横丁」 (藤島桓夫) 

(3分 35秒) 

＜東芝 EMI OCD-15013＞ 

 

 

  



「ゴーイン・アップ・ザ・カントリー」 (バーベキュー・ボブ) 

(3分 10秒) 

＜P-VINE PCD-5766＞ 

 

「ハムシのサンドイッチ」 (ステリオス・カザンジディス) 

(2分 48秒) 

＜ライスレコード AYR-5079＞ 

 

「カシミール・プラスキー・デイ」  

(スフィアン・スティーヴンス) 

(5分 53秒) 

＜A STHMATIC KITTY REC. AKR014＞ 

 

「サンマサンバ」 (中村メイコ) 

(1分 10秒) 

＜SONY SRCL2664＞ 

 

「ベジタブルズ」 (ビーチボーイズ) 

(3分 28秒) 

＜東芝 EMI TOCP-8022＞ 

 

「わたしゃ人生大学生」 (フランク永井) 

(2分 41秒) 

＜VICTOR PCD-1511＞ 

 

「デンジャラス・キッチン」 (フランク・ザッパ) 

(2分 51秒) 

＜RYKODISC RCD10538＞ 

 

「デム・ロボッツ・トゥック・マイ・ランチ」  

(バート・ヴァン・ウィッセン) 

(5分 17秒) 

＜Immaculate music＞ 

 

「プランバーズ・ナイトメアー」 (カントリー・クッキング) 

(4分 04秒) 

＜ROUNDER CD11551＞ 

 

  



「夕食のワルツ」 (アルフレッド・グリューンフェルド) 

(3分 17秒) 

＜WINTER&WINTER 910067-2＞ 

 

「ホワイト・ジンジャー」 (ゴンチチ) 

(2分 33秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01691＞ 

 

「オン・ザ・ギンザ」 (ヨー・ヨー・ハシ) 

(3分 06秒) 

＜DEL FI DFCD71265＞ 

 

「七匹の犬」  

(中野忠晴、コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ) 

(3分 18秒) 

＜コロムビア COCP-36178＞ 


