
「世界の快適音楽セレクション」　2010 年 11 月 27 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ Go!Go!Go!の音楽 － 

 

「ホワイト・クリスマス」 (ゴンチチ) 

(4 分 52 秒) 

＜EPIC/SONY ESCL3574＞ 

 

「ゴーイング・トゥー・ア・ゴーゴー」  

(スモーキー・ロビンソン&ザ・ミラクルズ) 

(2 分 50 秒) 

＜MOTOWN REC. 37463-63342＞ 

 

「ハープシコード練習曲集から K.555」  

ドメニコ・スカルラッティ作曲 

(3 分 45 秒) 

(チェンバロ)ピーター・ヤン・ベルダー 

＜BRILLIANT CLASSICS 93577-3＞ 

 

「マッハ・ゴー・ゴー・ゴー」  

(高橋元太郎、東京マイスタージンガー) 

(2 分 02 秒) 

＜コロムビア 56CC-1391、1392＞ 

 

「ジャズ・ア・ゴー・ゴー」 (フランス・ギャル) 

(2 分 24 秒) 

＜POLYGRAM PHCA-3065＞ 

 

「トゥー・レイト・フォー・アス・ナウ」  

(ロジャー・ジョゼフ・マニング・ジュニア) 

(3 分 23 秒) 

＜CORDLESS REC. CDL29＞ 

 

「回転禁止の青春さ」 (美樹克彦) 

(3 分 32 秒) 

＜クラウンレコード CRCN-107＞ 

 

 

  



「まるっきりでたらめに ほんの少しインテリに」  

(コント 55 号) 

(3 分 18 秒) 

＜東芝 EMI TOCT-5743＞ 

 

「エディーズ・ゴーゴー・トレイン」 (エディ・ジー・ギルズ) 

(1 分 57 秒) 

＜JEWEL REC. NO.1034＞ 

 

「ユーアー・ノット・ザ・キッド」 (サラ・ヴォーン) 

(4 分 41 秒) 

＜VERVE 314543305-2＞ 

 

「恋のアウトボート」 (橋幸夫) 

(3 分 18 秒) 

＜ビクター SV-417＞ 

 

「ママ・ア・ゴーゴー」 (ペレス・プラード) 

(2 分 05 秒) 

＜DISCOTECA DCD2801＞ 

 

「なればいい」 (スパイダース) 

(2 分 30 秒) 

＜SOLID REC. CDSOL-1036＞ 

 

「ゴー・ゴー」 (岩井実) 

(2 分 49 秒) 

＜ビクターエンタテイメント VICL-5308＞ 

 

「ジョニー・ビー・グッド」 (ジョニー・ウインター・アンド) 

(3 分 25 秒) 

＜BGO REC. BGOLP29＞ 

 

「ダウン・タウン」 (クレイジー・ホース) 

(3 分 15 秒) 

＜REPRISE REC. WPCR-2126＞ 

 

「映画“パリジュテーム”サントラから ゴゴル」  

(ゴンザレス“ジェームス・ベック”) 

(2 分 03 秒) 



＜UNIVERSAL VICO-1121＞ 

「オー・ヤンドゥ」 (アブドゥル・ティー・ジェイ) 

(3 分 39 秒) 

＜RESPECT REC. RES-76＞ 

 

「サイレント・ナイト」 (ゴンチチ) 

(2 分 30 秒) 

＜EPIC/SONY ESCL3574＞ 

 

「ベイ・レセナベテシェ」  

(ゲタチュウ・カッサ&ソウルエコーズ・バンド) 

(4 分 02 秒) 

＜BUDA MUSIQ 860176＞ 

 

「帆のない船」 (マシルバ) 

(4 分 39 秒) 

＜カイラ・プロダクション KAIRA-001＞ 

 



2010 年 11 月 20 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ クモとサソリの音楽 － 

「サンド」 (ゴンチチ) 

(3 分 06 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1406＞ 

 

「フリフリ」 (田辺昭知、ザ・スパイダース) 

(3 分 08 秒) 

＜クラウンレコード CW-291＞ 

 

「スパイダー」 (NRBQ) 

(3 分 26 秒) 

＜ROUNDER CD8045＞ 

 

「ストーン・フラワー」 (サンタナ) 

(6 分 14 秒) 

＜SONY SRCS6318＞ 

 

「舞踊組曲“蜘蛛の糸”から 蜘蛛の糸」 芥川也寸志・作曲 

(3 分 30 秒) 

(管弦楽)日本フィルハーモニー交響楽団 

(指揮)本名徹次 

＜キングレコード KICC246＞ 

 

「ピース・サイン」 (シャロン・ヴァン・エッテン) 

(2 分 49 秒) 

＜PASTEL REC. R-1090159＞ 

 

「ランニング・フロム・マイセルフ」 (スコーピオン) 

(4 分 30 秒) 

＜TOWER ST-5171＞ 

 

「スパイダーズ・ネスト・ブルース」  

(メンフィス・ジャグ・バンド) 

(3 分 03 秒) 

＜P-VINE PCD-5789.90＞ 

 

 

  



「スパイダーズ」 (リー・コニッツ、トリオ・ミンサラー) 

(6 分 17 秒) 

＜WARD REC. VQCT-50001＞ 

 

「ビー・ジェントル・ウィズ・ミー」  

(ザ・ボーイ・リースト・ライクリー・トゥー) 

(3 分 46 秒) 

＜TOO YOUNG TO DIE TYTD002＞ 

 

「スコーピオ・スウォード」 (フレーミング・リップス) 

(2 分 01 秒) 

＜WARNER BROS WPCR-13701＞ 

 

「ボリスのくも野郎」 (ザ・フー) 

(2 分 28 秒) 

＜POLYDOR UICY-6515＞ 

 

「ブリンギンディング」 (スコルピオ) 

(6 分 50 秒) 

＜MACAYA MACAYA-140＞ 

 

「さそり座の女」 (美川憲一) 

(3 分 12 秒) 

＜日本クラウン CRCN-40117＞ 

 

「夜明け」 (カクラバ・ロビ) 

(4 分 51 秒) 

＜ビクター VICG-41140＞ 

 

「スパイダー・オブ・デスティニイ」 (フランク・ザッパ) 

(2 分 40 秒) 

＜RYKO RCD10574-76＞ 

 

「アンコンシャス・フォレスト」 (ゴンチチ) 

(3 分 02 秒) 

＜ポニーキャニポン PCCA-01512＞ 

 

「釜山港へ帰れ」 (ダーク・ダックス) 

(3 分 45 秒) 

＜メルダック MED-16＞ 



「ハメテニャウ」  

(セユーム・ゲブレイエス、アレム・ギルマ・バンド) 

(3 分 26 秒) 

＜BUDA MUSIQ 860176＞ 

 



2010 年 11 月 13 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 乱調の美の音楽 － 

「NDD」 (ゴンチチ) 

(5 分 57 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1747＞ 

 

「ハウ・リトル・ウィ・ニード・トゥ・ビー・ハッピー」  

(デヴィッド・シルヴィアン) 

(3 分 22 秒) 

＜samadhisound PVCP-8775＞ 

 

「グローリアズ・ステップ」 (ビル・エヴァンス・トリオ) 

(5 分 41 秒) 

＜RIVERSIDE 3RCD-4443-2＞ 

 

「ザ・レディオ・イズ・ブロークン」 (フランク・ザッパ) 

(5 分 51 秒) 

＜RYKODISC RCD10538＞ 

 

「テイク・ミー・バック・トゥ・ユア・ホーム」  

(ベースメント・ジャックス) 

(5 分 07 秒) 

＜XL RECORDING WPCB10002＞ 

 

「リユナイテッド」 (ジャズ・パッセンジャーズ) 

(4 分 50 秒) 

＜MUZAK INC. MZCE-1228＞ 

 

「デディケイト・イット・トゥ・ステレオラヴ」  

(ゾク・ゾク・カゾク) 

(4 分 48 秒) 

＜ALTAMIRA MUSIC AM-005＞ 

 

「パワー・オブ・ラヴ」 (マーサ・リーブス) 

(3 分 24 秒) 

＜AUNIV. B0005226-02 CD02＞ 

 

「イグジット・ミュージック」 (カティア・ラベック・バンド) 

(5 分 39 秒) 



＜KML SONIC KML2119＞ 

 

「ソエパ(・イン・スリー・ムーヴメンツ)から第 2 曲」  

(ベンジャミン・ヴァーデリー) 

(2 分 23 秒) 

＜MR200 MR200＞ 

 

「ホワット・アイ・セイ」 (マイルス・デイヴィス) 

(14 分 10 秒) 

＜COLUMBIA LEGACY C6K93514＞ 

 

「ボーイズ・ソング」 (ゴンチチ) 

(1 分 58 秒) 

＜ポニーキャニポン PCCA-02102＞ 

 

「チョットマッテクダサイ」 (高浪慶太郎なんがさきふぁいぶ) 

(3 分 08 秒) 

＜ヴィヴィッド・サウンド・コーポレーション PTR-002＞ 

 

「ローラ」(ロバート・ワイアット、ギルアド・アツモン、  

ロス・スティーヴン) 

(4 分 42 秒) 

＜HOSTESS WIGCD263J＞ 

 

「ナーハ・バッサ・ノッホ・エルデ」  

(フランチェスコ・トリスターノ) 

(8 分 25 秒) 

＜U/M/A/A INC. XECD-1129＞ 

 



2010 年 11 月 6 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 100 の音楽 － 

「10 イヤーズ・アフター」 (ゴンチチ) 

(3 分 37 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1647＞ 

 

「フェイヴァリット・シャツ」 (ヘアカット 100) 

(3 分 05 秒) 

＜BMG BVCM-37821＞ 

 

「ファイヴ・ハンドレッド・マイルズ」  

(レオン&エリック・ビブ) 

(3 分 30 秒) 

＜MANHATON REC. HATMAN2007＞ 

 

「マンハッタン」 (ローズマリー・クルーニー) 

(3 分 02 秒) 

＜ACROBAT ACRCD298＞ 

 

「100 デイズ、100 ナイツ」  

(シャロン・ジョーンズ、ザ・ダップ・キングス) 

(3 分 45 秒) 

＜DAPTONE PCD-93008＞ 

 

「ワン・ハンドレッド・パーセント」 (ザ・ゴー・ファインド) 

(3 分 26 秒) 

＜P+C MORR MUSIC MM096＞ 

 

「ウェイク・アップ・エヴリバディ」  

(ジョン・レジェンド&ザ・ルーツ) 

(4 分 24 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP2839＞ 

 

「映画“どですかでん”のテーマ」 (詳細不明) 

(1 分 34 秒) 

＜VICTOR VICG-60597＞ 

 

 



「100 イヤーズ」 (ナンシー・シナトラ) 

(2 分 28 秒) 

＜SUNDAZED SUNDAZED SC6054＞ 

 

「パジナ・ドス」  

(プレフューズ 73、フィーチャリング・ザ・ブックス) 

(2 分 30 秒) 

＜WARP REC. BRC-113＞ 

 

「100 グラム・デ・プール」 (ホーカス・ポーカス) 

(3 分 24 秒) 

＜ON AND ON REC. PCD-93333＞ 

 

「映画“百年恋歌”から 蒼海涙」 (コンスタンス・リー) 

(6 分 21 秒) 

＜BANANA FARM PHCB-2100＞ 

 

「遊び好きなムラータ」 (ノエル・ローザ) 

(3 分 01 秒) 

＜RICE BSR-440＞ 

 

「夢で会いましょう」 (ジャンゴ・ラインハルト) 

(2 分 29 秒) 

＜PAVILION REC. PASTCD9792＞ 

 

「黒い蟻の生活」 (ゴンチチ) 

(2 分 27 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1647＞ 

 

「ダーク・ナイト・オブ・ザ・ソウル」  

(デンジャー・マウス&スパークルホース) 

(4 分 41 秒) 

＜PARLOPHONE 509996・4082011＞ 

 

「トリスチ」 (エドゥアルド・モンテグアリ) 

(2 分 54 秒) 

＜TRATORE 7898369069065＞ 

 

 



「ファド・ダ・ヴィラ・ベラ」 (アントニオ・ザンブージョ) 

(3 分 38 秒) 

＜MP.B DISCOS 60252744432＞ 

 

「ヂ・マラエス・エ・マリエス」 (アントニオ・ザンブージョ) 

(3 分 30 秒) 

＜MP.B DISCOS 60252744432＞ 

 

「プレリュード 嬰へ短調」 (中島ノブユキ) 

(5 分 04 秒) 

＜SPIRAL/WACOAL ART CENTER  XQAW-1101＞ 

 


