
「世界の快適音楽セレクション」　2010年 10 月 30日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 南半球の音楽 － 

 

「南島奇聞」 (ゴンチチ) 

(3分 58秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「イオネイ・マトウ・エ・ハアマイタイ・アイ」  

(タヒチアン・コーラス) 

(2分 21秒) 

＜SHANACHIE shanachie 64055＞ 

 

「ピアノ協奏曲から 第 1楽章」 ジョン・アイアランド作曲 

(8分 56秒) 

(ピアノ)アイリーン・ジョイス 

(管弦楽)ロンドン・フィルハーモニック管弦楽団 

(指揮)エードリアン・ボールド 

＜LONDON PHILHARMONIC ORCHESTRA LPO-0041＞ 

 

「ラ・クンパルシータ」 (カルロス・ラサリ楽団) 

(3分 28秒) 

＜edge 002894776572＞ 

 

「ファミリアー」 (シェリー・ショート) 

(4分 09秒) 

＜HUSH HSH087＞ 

 

「なつかしのブエノスアイレス」 (渡辺はま子) 

(3分 30秒) 

＜VICTOR VICG-60177＞ 

 

「ビラヴド・メランコリー」 (ワルター・ワンダレー) 

(2分 43秒) 

＜POLYGRAM POCJ-2590＞ 

 

「マダガスカルの歌から ナアンドーヴ」 ラヴェル作曲 

(5分 43秒) 

(メゾ・ソプラノ)マグダレーナ・コジェナー 

(ピアノ)マルコム・マルティノー 

(フルート)ポール・エドマンド・デイヴィス 



(チェロ)イルジー・バールタ 

＜UNIVERSAL UCCG-1194＞ 

 

「リトル・ライザ・ジェーン」 (ガイ・デイヴィス) 

(2分 44秒) 

＜TELARC CD-83667＞ 

 

「プリンス・オブ・ピース」  

(レディスミス・ブラック・マンバーゾ) 

(3分 19秒) 

＜HEADSUP HUCD3133＞ 

 

「南極交響曲から 第 2楽章」 ヴォーン・ウイリアムズ作曲 

(4分 20秒) 

(管弦楽)ロンドン交響楽団 

(指揮)アンドレ・プレヴィン 

＜BMG JAPAN BVCC-38483＞ 

 

「こうもりが飛ぶ頃(+こうもりの飛翔音)」 (はちみつぱい +上田秀雄氏録音音源) 

(3分 30秒) 

＜キングレコード KICS2028＞ 

 

「映画“南太平洋”から 序曲」(映画“南太平洋”サントラ盤) 

(3分 00秒) 

＜MOVIE PLAY YDG74640＞ 

 

「ペンギン公園の午後」 (福田進一) 

(2分 00秒) 

＜日本コロムビア COCO-80623＞ 

 

「南方郵便船」 (ゴンチチ) 

(3分 45秒) 

＜EPIC ESCB2241＞ 

 

「キサス・キサス・キサス」 (ナット・キング・コール) 

(1分 27秒) 

＜THE ENTERTAINERS CD0278＞ 

 

 



「キサス・キサス・キサス ～パハップス・パハップス・パハップス」 

(イサック・デルガード、フレディ・コール) 

(3分 43秒) 

＜calle54 88697671442＞ 

 

「ボエミアンの夢」 (ラウル・バルボサ、ダニエル・コラン) 

(3分 10秒) 

＜リスペクト RES-173＞ 

 

「もう一度」 (ウーゴ・ファルトーソ・イ・レイ・タンボール) 

(2分 10秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD764＞



2010年 10 月 23日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 北半球の音楽 － 

 

「北海道はどこにある?ここにある」 (ゴンチチ) 

(3 分 41 秒) 

＜SONY MUSIC ESDB3586＞ 

 

「パス・イット・オン」 (ウォルラス) 

(3 分 01 秒) 

＜JANUS REC. JLS3051＞ 

 

「ザ・グレイトフル・ラヴァー」 (コロマ) 

(3 分 18 秒) 

＜ITALIC ITALIC083＞ 

 

「ビッグ・イエロー・タクシー」 (ジョニ・ミッチェル) 

(3 分 24 秒) 

＜コロムビア WPCR-832＞ 

 

「ロシアの子供の行進」 (トシコ・マリアーノ&ハー・トリオ) 

(4 分 00 秒) 

＜TELARC COCB-53914＞ 

 

「ウォーク・ライト・イン」 (コリー・ハリス) 

(2 分 49 秒) 

＜MOVIE PLAY CD-83667＞ 

 

「アラスカ魂」 (ジョニー・ホートン) 

(2 分 16 秒) 

＜WRASSE REC. YDG74641＞ 

 

「ゾンビー」 (フェラ・クティ) 

(12 分 25 秒) 

＜日本クラウン WRASS048＞ 

 

「ピアノ・ソナタ 第 1 番から 第 1 楽章」 ヒナステラ作曲 

(4 分 45 秒) 

(ピアノ)アルベルト・ポルトゥゲイス 

＜SCHOLE CRCB-80008＞ 



「ウェル」 (フリカ) 

(3 分 40 秒) 

＜SCH-0008＞ 

 

「ホムズム」 (トゥバクィズィ) 

(3 分 52 秒) 

 

「ブラック・ムーン」 (テリエ・イースングセット) 

(3 分 03 秒) 

＜WSCT-11008＞ 

 

「ハルンガ、アママ・アー」 (イヌイットの歌) 

(1 分 44 秒) 

＜VICG60346＞ 

 

「ノルウェイの森」 (ゴンチチ) 

(2 分 17 秒) 

＜PCCA-01792＞ 

 

「なき王女のためのパヴァーヌ」 ラヴェル作曲 

(1 分 33 秒) 

(演奏)ウィリアム・オービット 

＜WE739＞ 

 

「なき王女のためのパヴァーヌ」 ラヴェル作曲 

(5 分 12 秒) 

(演奏)アルトゥーロ・サンドバル 

(トランペット)クリス・ボッティ 

＜0888072317925＞ 

 

「ソイ・ウナ・ローサ」 (オルケスタ・デ・ラ・ルス) 

(4 分 00 秒) 

＜MHCL-20097，20098＞ 

 

「ヴァガメンチ」 (ワンダ・サー、ホベルト・メネスカル) 

(3 分 23 秒) 

＜TACM-0023＞ 

 



「ペッシュ・ア・ラ・ムーシュ」(ザ・ローゼンバーグ・トリオ) 

(3 分 20 秒) 

＜VIVO-255＞ 

 

「ガット・マディアン・ティーンタール」  

(ヴィシュワ・モハン・バット、マイソール・マンジュナート) 

(2 分 45 秒) 

＜122＞ 

 



2010年 10 月 16日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ キスの音楽 パート２ － 

  

「タイニー・リップス」 (ゴンチチ) 

(3分 16秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1513＞ 

 

「(ティル・)アイ・キスド・ユー」(エヴァリー・ブラザーズ) 

(2分 24秒) 

＜RHINO R271779＞ 

 

「ア・リトル・キス・イズ・ア・キス・イズ・ア・キス」  

(コニー・スティーブンス) 

(2分 26秒) 

＜WEA WPCR-75410＞ 

 

「ワン・キス」 (ジノ・ボロディン) 

(2分 45秒) 

＜GRASS/SKIRT GSK1003＞ 

 

「最後のくちづけ」 トスティ作曲 

(2分 20秒) 

(テノール)ホセ・カレーラス 

(ピアノ)ロレンツォ・パヴァーイ 

＜WARNER WPCS-5670＞ 

 

「甘いくちづけ」 (ラファエル・エルナンデス) 

(2分 50秒) 

＜BOMBA BOM3006＞ 

 

「リブ・ユア・ライフ」 (ケブモー) 

(3分 37秒) 

＜TELARC CD-83667＞ 

 

「チュ!チュ!は恋の合言葉」 (タルカン) 

(3分 10秒) 

＜UNIVERSAL PHCF-3533＞ 

 

 



「ゼン・ヒー・キスド・ミー」 (サフラン) 

(3分 40秒) 

＜WESTSIDE WSRT9＞ 

 

「接吻しておくれ」 (リオ) 

(2分 49秒) 

＜オルターポップ SHCD1513＞ 

 

「イン・ザ・サンシャイン」 (ガール・ウィズ・ザ・ガン) 

(2分 57秒) 

＜CRAMPS MUSIC YAIP-6020＞ 

 

「キッスとツイスト」 (雪村いづみ) 

(2分 29秒) 

＜VICTOR VICG-60508＞ 

 

「マヌエーラ、キスをして」  

(カリスト・オチョア、パパウパス、エデール・ロハス) 

(3分 12秒) 

＜BOMBA BOM2018＞ 

 

「フルーツ・キャベッジ」 (neco眠る) 

(2分 00秒) 

＜DE-FRAGMENT DDCZ-1620＞ 

 

「シー」 (キス) 

(4分 08秒) 

＜UNIVERSAL UICY-6011＞ 

 

「ベサメ・ムーチョ」 (ザ・ビートルズ) 

(2分 35秒) 

＜東芝 EMI TOCP8701＞ 

 

「キス」 (ベンジャミン・ヴァーデリー) 

(1分 45秒) 

＜MUSHKAT WEEK MR200＞ 

 

「キス・ミー・グッドバイ」 (ペトラ・クラーク) 

(3分 57秒) 

＜KOZ REC. PDSCD529＞ 



「キス・トゥモロー・グッドバイ」 (ダニー・ホワイト) 

(3分 06秒) 

＜ACE REC. CDKEND269＞ 

 

「朝のめざめ」 (ゴンチチ) 

(3分 13秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA02102＞ 

 

「ある男のひとりごと」 (マーヴィン・ゲイ) 

(2分 45秒) 

＜VICTOR VIP-9557＞ 

 

「夢で逢いましょう」 (フュー) 

(5分 21秒) 

＜BEREKET bmp-001＞



2010年 10 月 9日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 太陽の音楽 － 

 「サン」 (ゴンチチ) 

(3 分 00 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1406＞ 

 

「太陽の乙女たち」 (ハイメ・ガルディア) 

(2 分 03 秒) 

＜BOMBA BOM2064＞ 

 

「ソルト・サン・アンド・タイム」 (ブルース・コバーン) 

(3 分 10 秒) 

＜コロムビア CK67103＞ 

 

「ザット・ラッキー・オールド・サン」(ケー・ディー・ラング) 

(4 分 37 秒) 

＜SONY ICP304＞ 

 

「映画“王は踊る”サントラ“夜のバレ”から  

国王が昇る太陽を演じる」リュリ作曲 

(2 分 00 秒) 

(管弦楽)ムジカ・アンティクヮ・ケルン 

(指揮)ラインハルト・ゲーベル 

＜UNIVERSAL 463446-2＞ 

 

「シー」 (リスト) 

(4 分 17 秒) 

＜MU-NEST MNC003＞ 

 

「太陽の彼方に」 (藤本好一) 

(2 分 04 秒) 

＜テイチク SN-61＞ 

 

「はだかの太陽」 (ブリジット・バルドー) 

(2 分 19 秒) 

＜PHILIPS PHILIPS532350-2＞ 

 

 



「レイジー・オールド・サン」 (キンクス) 

(2 分 46 秒) 

＜ビクター VICP-5330＞ 

 

「サン・イズ・シャイニング」  

(ボブ・マーリー、ザ・ウェイラーズ) 

(2 分 11 秒) 

＜テイチク TECX-36270＞ 

 

「ア・プロフェッツ・ミッション」  

(アルヴィン・ヤングブラッド・ハート) 

(3 分 33 秒) 

＜TELARC CD-83667＞ 

 

「太陽に抱かれたい」 (ジョニー広瀬) 

(3 分 08 秒) 

＜P-VINE PCD-7300＞ 

 

「サン・ゴッデス」 (ラムゼイ・ルイス) 

(3 分 11 秒) 

＜RHINO R271603＞ 

 

「カリフォルニア・サン」 (ジョー・ジョーンズ) 

(2 分 19 秒) 

＜ACE CDCHD1204＞ 

 

「デザイニング・ディス・ビルディング」  

(ニアー・ザ・パレンセシス) 

(4 分 26 秒) 

＜N5MD CATMD176＞ 

 

「太陽の下の 18 才」 (ムーンライダーズ) 

(2 分 15 秒) 

＜クラウン OPL-4001＞ 

 

「イースト・オブ・ザ・サン」 (フランク・シナトラ) 

(3 分 21 秒) 

＜DEFINITIVE REC. DTCD11381＞ 

 

 



「ライド・ザット・サン・ビーム」 (ウーター・ヘメル) 

(3 分 22 秒) 

＜DOX REC. BSCJ-3065＞ 

「ロック・アラウンド・ザ・クロック」  

(サニー・デイ&ザ・ナイツ) 

(2 分 47 秒) 

＜ACE CDCHD1204＞ 

 

「夕陽山に沈めば」  

(中野忠晴とコロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ) 

(3 分 26 秒) 

＜コロムビア COCP-36179＞ 

 

「晴天白日」 (ゴンチチ) 

(4 分 09 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「チャクマギチャク」 (エルセン) 

(3 分 25 秒) 

＜BOUZOUKI JOE REC. BZJ7501＞ 

 

「コーヒー・イン・ザ・モーニング」  

(浦朋恵&ザ・ストマックエイク・オーケストラ) 

(4 分 28 秒) 

＜ディスクユニオン MYRD-13＞ 

 

 



2010年 10 月 2日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ ガラスの音楽 － 

  

「ガラスの魚」 (ゴンチチ) 

(3分 46秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「インソーニャ」 (ルイス・ゴンザーガ・ジュニア) 

(2分 06秒) 

＜EMI BRASIL 8594612＞ 

 

「八月の詩情」 (ランプ) 

(6分 08秒) 

＜MOTEL BLEU MBRD-023＞ 

 

「アブサン」 (オーティス・テイラー) 

(4分 20秒) 

＜TELARC CD-83667＞ 

 

「映画“パンチ・ドランク・ラヴ”から ヒア・ウィ・ゴー」  

(ジョン・ブライオン) 

(4分 47秒) 

＜NONESUCH WPCR-19069＞ 

 

「オール・ザ・ウェイ」 (リー・モーガン) 

(7分 20秒) 

＜EMIミュージックジャパン TOCJ-8508＞ 

 

「こおろぎ」 (ダーク・ダックス) 

(3分 36秒) 

＜ULTRA VYBE INC. CDSOL-1350＞ 

 

「ネオン・テトラ」 (デヴィッド・グリスマン) 

(6分 29秒) 

＜A&M REC. CD3292＞ 

 

「少年 1904」 (ヨンシ&アレックス) 

(5分 03秒) 

＜XL REC. CD447＞ 

 



「バーデン・パウエルかく語りき」 (笹子重治) 

(3分 18秒) 

＜GEMMATIKAレコード RSCG-1049＞ 

 

「“鏡”から 蛾(が)」 ラヴェル作曲 

(4分 46秒) 

(ピアノ)サンソン・フランソワ 

＜EMI 724357543729＞ 

 

「ラルゴ」 (トマ・ブロッホ) 

(3分 35秒) 

＜NAXOS 8.555295＞ 

 

「エリカ」 (ゴンチチ) 

(2分 11秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01691＞ 

 

「ウィチタ・ラインマン」 (ジミー・ウェッブ) 

(4分 16秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICP-64861＞ 

 

「アド・グレ・ナメ」(ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート) 

(4分 54秒) 

＜NRT NKCD-1001＞ 

 

「グル・ラム・ダス」(ヘナート・モタ&パトリシア・ロバート) 

(7分 09秒) 

＜NRT NKCD-1001＞ 

 

「ダス・アグアス」 (デリア・フィッシャー) 

(2分 10秒) 

＜DUBAS AA0001500＞ 


