
「世界の快適音楽セレクション」　2010年 8 月 28日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ でっかい音楽 － 

  

「クラウディー・タワー」 (ゴンチチ) 

(3分 32秒) 

 ＜ポニーキャニオン PCCA-01512＞ 

 

「ビッグ・ガール・ドント・クライ」 (フォーシーズンズ) 

(2分 25秒) 

 ＜東芝 EMI EMS-67059、60＞ 

 

「キングセレナーデ~マウナ・ケア」 (ハル・アロマ) 

(2分 37秒) 

 ＜SONY MUSIC MHCP705＞ 

 

「ファイアー・オブ・エイダ」 (ティン・ハット・トリオ) 

(4分 13秒) 

 ＜ANGEL REC. 724355678621＞ 

 

「オペラ“かいじゅうたちのいるところ"作品 20から かいじゅうたちの一部」 

オリバー・ナッセン作曲 

(2分 40秒) 

(管弦楽)ロンドン・シンフォニエッタ 

(指揮)オリバー・ナッセン 

 ＜UNIVERSAL UCCG-1042、43＞ 

 

「テイク・ア・ジャイアント・ステップ」 (タジ・マハール) 

(4分 14秒) 

 ＜RHINO REC. R2 70263OPCD1620＞ 

 

「ジョニー・ワン・ノート」 (ジョージ・ウォリントン・クインテット) 

(8分 23秒) 

 ＜ビクターエンタテインメント VICJ-2049＞ 

 

「でっかい青春」 (布施明) 

(2分 26秒) 

 ＜EMIミュージックジャパン TOCT-26865、26866＞ 

 

 

 



「アイ・ウォント・ア・ビッグ・ファット・ママ」  

(ラッキー・ミリンダー&ヒズ・オーケストラ) 

(2分 59秒) 

 ＜P-VINE PCD-5799＞ 

 

「サマ」 (セクバ・バンビーノ・ジャバテ) 

(4分 56秒) 

 ＜ボンバレコード BOM2055＞ 

 

「デルベデル」 (イスタンブール・ブルース・クンパンヤシ) 

(3分 38秒) 

 ＜RH POZITIF dm0005＞ 

 

「ミスター・ビッグ」 (フリー) 

(6分 27秒) 

 ＜ISLAND REC. 542503-2＞ 

 

「ウィスリング・パインズ」  

(ビッグ・ジョー・ウィリアムス&ヒズ・9ストリング・ギター) 

(2分 35秒) 

 ＜P-VINE PCD2185＞ 

 

「バレエ音楽“春の祭典"から 誘惑」 ストラヴィンスキー作曲 

(1分 23秒) 

(管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団 

(指揮)コリン・デーヴィス 

 ＜UNIVERSAL UCCP-7046＞ 

 

「ユーアー・ア・ビッグ・ガール・ナウ」 (ボブ・ディラン) 

(4分 36秒) 

 ＜SONY MHCP10010＞ 

 

「南部相撲甚句」 (畠山孝一) 

(3分 07秒) 

 ＜コロムビア COCF-9304＞ 

 

「映画“イカと鯨"から ザ・ブライト・ニュー・イヤー」  

(バート・ヤンシュ) 

(1分 30秒) 

 ＜ULTRA REC. UL.1330-2＞ 



「でっかい太陽」 (スリー・ファンキーズ) 

(2分 06秒) 

 ＜東芝 EMI TOCT-9511、9512＞ 

 

「虹」 (ゴンチチ) 

(2分 10秒) 

 ＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「北上夜曲」(ルイス・アルベルト・デル・パラナ、  

トリオ・ロス・パラガヨス) 

(3分 58秒) 

 ＜日本ビクター FL-1024＞ 

 

「夢見るアンドロメダ姫」 (青樹亜依) 

(5分 37秒) 

 ＜P-VINE PCD-18627＞ 

  



2010年 8 月 14日（土）ＤＪ：ゴンチチ 湯浅学 藤川パパＱ 渡辺亨 湯浅学  

今井彩乃 扇谷一穂 スサイタカコ 上田秀雄 巽真紀子 

－ 夏休みスペシャル － 

  

「恵みの夏」（ゴンチチ） 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

 

「リスキチトジャタロ」（ゴンチチ） 

（２分４０秒） 

＜EPIC/SONY ESCB1058＞ 

 

「バース・オブ・サイ」（ゴンチチ） 

（１分５０秒） 

＜EPIC/SONY ESCB1059＞ 

 

「南方郵便船」（ゴンチチ） 

（１分２６秒） 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「蒸気の羽根」（ゴンチチ） 

（１分３２秒） 

＜EPIC/SONY ESCB1063＞ 

 

「チャイニーズ・ベルフラワー」（ゴンチチ） 

（１分１６秒） 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「ウィンドストーム」（スクール・オブ・セブン・ベルズ） 

（３分４５秒） 

＜VAGRANT REC. ARTPL-010＞ 

 

「虹の涙」（山本道則） 

（３分４８秒） 

＜J.HAGAKURE ISCP-1169＞ 

 

「スティーリン」（ジョン・セバスチャン、Ｊバンド） 

（２分４６秒） 

＜バッファロー・レコード BUF.131＞ 

 

 



「イースター・パレード」（ブルー・ナイル） 

（４分０３秒） 

＜LINN REC. LKYCD4＞ 

 

「フェンボット・イン・ア・ウェット・ティーシャツ」（フランク・ザッパ） 

（４分５５秒） 

＜RYKODISC RCD-10530,31＞ 

 

「ナウ・ユー・ハズ・ジャズ」（グウィン・ジェイ・アレン） 

（２分４０秒） 

＜DUNAMIS REC. 3CD＞ 

 

「ネヴァー・ディド・アイ・ストップ・ラヴィング・ユー」（アリス・クラーク） 

（２分３４秒） 

＜P-VINE PCD-22284＞ 

 

「キダリョヨ」（シン・ジュンヒョン） 

（３分２５秒） 

＜韓国音盤 HC-200092＞ 

 

「アリババ」（岡本八重子） 

（３分１２秒） 

＜日本コロムビア BRIDGE-083＞ 

 

「ブルース・イン」（アート・ペッパー・クァルテット） 

（３分５０秒） 

＜BLUE NOTE CDP7 46848 2＞ 

 

「フェアリーテール・イン・ザ・スーパーマーケット」（レインコーツ） 

（３分００秒） 

＜P-VINE PCD-22327＞ 

 

「アンタイトルド」（デヴィッド・マレー） 

（２分１４秒） 

＜CECMA REC. CECMA1002＞



「前奏曲 作品１１ 第２３」（ピアノ：アンドレイ・ディエフ） 

＜ARTE NOVA 74321654222＞ 

 

「ラヴ・イズ・ソー・シンプル」（扇谷一穂） 

（４分０３秒） 

＜TROPICAL TRP-10003＞ 

                               

「前奏曲 作品１５ 第３」（ピアノ：アンドレイ・ディエフ） 

（１分２１秒） 

「前奏曲 作品１６ 第５」（ピアノ：アンドレイ・ディエフ） 

（０分４０秒） 

＜ARTE NOVA 74321654222＞ 

 

「ドント・ノウ・ホワイ」（ノラ・ジョーンズ） 

（３分０５秒） 

＜BLUE NOTE 7243532088＞ 

                               

「スモーク・リングス」（ケー・ディー・ラング） 

（３分３７秒） 

＜WARNER BROS WPCR-1281＞ 

 

「茜色の夕日」（フジ・ファブリック） 

（３分０３秒） 

＜EMI MUSIC TOCT-26969＞ 

 

「ゴンザレス・インタールード～ヴァルス」（ゴンチチ） 

（３分５０秒） 

「朝」（ゴンチチ） 

（１分５７秒） 

「歩いても歩いても」（ゴンチチ） 

（２分００秒） 

「ジューン・アンド・オーガスト」（ゴンチチ） 

（２分５８秒） 

「種明かし」（ゴンチチ） 

（４分１３秒） 

「サンド」（ゴンチチ） 

（３分１１秒） 

「ラヴ」（ゴンチチ） 

（１分５４秒） 

  



「ユー・ティー」（ゴンチチ） 

（２分４４秒） 

「ロンサム・ダルシマー」（ゴンチチ） 

（４分３０秒） 

「放課後の音楽室」（ゴンチチ） 

（１分５６秒） 

～東京・浜離宮朝日ホールで収録～ 

＜２０１０／３／１３、１４＞ 

 

「げこげこかえる」（水谷玲子、中川順子） 

（１分０５秒） 

＜COCX30733＞ 

 

「中央フリーウェイ」（荒井由実） 

（３分４４秒） 

＜34A2-31＞ 

 

「ごろすけホッホー」（ダブキン） 

（４分２６秒） 

＜チチ松村提供＞ 

 

「六調」（武下和平） 

（２分０１秒） 

＜KICH146＞ 

 

「バイオ・バイヨン」（ゴンチチ） 

（１分５６秒） 

＜EPIC/SONY ESCB-1309＞ 

 

「レイ・オブ・ホープ」（ゴンチチ） 

（１分２４秒） 

＜EPIC/SONY ESBC-1769＞ 

 

「アフター・ユー」（ゴンチチ） 

（１分２０秒） 

＜EPIC/SONY ESCB-1829＞ 

 

「スタンダード・エクササイズ」（ゴンチチ） 

（１分１０秒） 

＜EPIC ESCB-1901＞ 



「テネシーワルツ」（ゴンチチ、中納良恵） 

（１分１０秒） 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「９つの雫」（ゴンチチ） 

（２分０８秒） 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「恵みの夏（ギター・パーカッション・ヴァージョン）」（ゴンチチ） 

（２分０８秒） 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「恵みの夏（ギター・パーカッション・ヴァージョン）」（ゴンチチ） 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

  



2010年 8 月 7日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ スローな音楽 － 

  

「ホリデー・ウォーク」（ゴンチチ） 

（３分１５秒） 

＜ポニーキャニオン PCCA-01512＞ 

                               

「スローボート・トゥ・チャイナ」（ジャッキー・パリス） 

（３分１２秒） 

＜COLLECTION CHOICE MUSIC CCM-2089＞                 

                               

「ホウリ」（山内桂） 

（２分３０秒） 

＜ＳALMON FISHING ASSOCIATION SFA003＞ 

                                                      

「レクイエム 作品４８から ああイエズスよ」フォーレ作曲 

（３分３２秒） 

（ソプラノ）リサ・ベックリー 

（管弦楽）オックスフォード・カメラータ 

（指揮）ジェレミー・サマリー 

＜NAXOS 8.550765＞ 

                               

「スロー・ダンシング」（ファンキー・キングス） 

（３分４６秒） 

＜ARTISTA REC. AL4078＞ 

                               

「ハリー・チューズデイ・チャイルド」（ボビー・ジェントリー） 

（３分５４秒） 

 ＜MUSIC FROM EMI 094637733820＞ 

                               

「夕陽の中に」（長谷川きよし） 

（３分２８秒） 

＜テイチクレコード TFC-805＞ 

                               

「タヒチ・ア・サマー・ナイト・アット・シー」（レス・バクスター楽団） 

（２分３２秒） 

＜CAPITOL REC. 724383702626＞ 

                              



「チャイダ・チュラ」（カズム・チャリスカン、アンドレアス・ホイザー） 

（４分０８秒） 

＜ACOUSTIC MUSIC REC. BEST.NR.319.1127.242＞  

               

                               

「ビリー・ジャック」（カーティス・メイフィールド） 

（６分０７秒） 

＜J!MCO REC. JICK-89434＞ 

                               

「２つのディアローグとエピローグ～アルヴォ・ペルトに捧ぐから 婚礼のワルツ」               

ヴァレンテイン・シルヴェストロフ作曲 

（４分５３秒） 

（ピアノ）アレクセイ・リュビーモフ 

（管弦楽）ミュンヘン室内管弦楽団 

（指揮）クリストフ・ポッペン 

＜ECM NEW SERIES ECM1988＞ 

                               

「ソリチュード」 （カーリン・クローグ、アーチー・シェップ） 

（３分３０秒） 

＜MUZAK INC. MZCF-1019＞ 

                               

「ムード」（マイルス・デイヴィス） 

（８分４９秒） 

＜COLUMBIA LEGACY CK46863＞ 

                               

「プレリュード・トゥー・マイカ」（ゴンチチ） 

（２分２６秒） 

＜EPIC ESCL-2552＞ 

                               

「ステッピン・アウト」（ジョー・ジャクソン） 

（４分２３秒） 

＜A&M REC. SP4906＞ 

                               

「グラヴィティ」（バッファロー・ドーター） 

（５分１８秒） 

＜BUFFALO RANCH DDCB-12028＞ 

                               

  



「サンバ・クアドラド」（ホドリゴ・マラニョオン） 

（３分４８秒） 

＜UNIVERSAL 60252733541＞ 

                               

「シランダ・ド・ムンド」（ペセ・カスティーリョ） 

（４分２１秒） 

＜自主制作 ＰＣ００１＞ 

 


