
「世界の快適音楽セレクション」　2010 年 12 月 25 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q、渡辺亨、湯浅学 

－ ２０１０冬休みスペシャル － 

 

「セイウチ狩り」 (ザ・レジデンツ) 

(4 分 01 秒)＜ボンバレコード BOM22040＞ 

「セラ・ポッシブル・エル・スール」 (メルセデス・ソーサ) 

(3 分 42 秒) 

＜TROPICAL MUSIC 680.919＞ 

 

「ブクブク・マンボ」 (トニー谷) 

(2 分 35 秒)  

＜VICTOR VDR-1454＞ 

 

「ムーンライト・フィールズ・ライト」 (スターバック) 

(3 分 38 秒)  

＜PRIVATA STOCK PS2013＞ 

 

「女のみち オーレ」 (宮史郎) 

(2 分 34 秒)  

＜日本コロムビア COCA-10989＞ 

 

「交響曲 第 5 番嬰 ハ短調から 第 4 楽章」 マーラー作曲 

(4 分 20 秒) 

(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 

＜POLYDOR FOOG27011＞ 

 

「即興的ピアノのための協奏曲から 第 2 楽章」  

エウヘニオ・トウサイント作曲 

(4 分 20 秒) 

(ピアノ)アレックス・ブラウン 

(管弦楽)フィルハーモニック・オーケストラ・オブ・ジ・ 

アメリカズ 

(指揮)アロンドラ・デ・ラ・パーラ 

＜SONY MUSIC 88697755552＞ 

 

「ウォーター・ノー・ゲット・エネミー」(ミュージカル  

フェラ! オリジナル・キャスト・レコーディング) 

(3 分 00 秒) 

＜KNITTING FACTORY REC.KFR1103＞ 



「アディオス」 (アート・ヴァンダム・クインテット) 

(2 分 27 秒)  

＜SONY REC. RSCS7156＞ 

 

「デンキ」 (小川美潮) 

(3 分 30 秒)  

＜EPIC/SONY ESCB1120＞ 

 

「ロング・ハード・クライム」 (ロン・デイヴィス) 

(3 分 12 秒) 

＜A&M MUSIC REC. PCCY-10185＞ 

 

「アレ野たれ死に」 (小沢昭一) 

(2 分 50 秒)  

＜コロムビア CD-7130＞ 

 

「アワー・ティーム・イズ・グランド」  

(クレア&ザ・リーズンズ) 

(3 分 08 秒)  

＜FROG STAND FS101＞ 

 

「トゥー・マッチ」 (スフィアン・スティーヴンス) 

(4 分 00 秒) 

＜ASTHMATIC KITTY PCD93373＞ 

 

「クイダ・ニノ・エスタス・フロア・エス・パラ・チ」  

(ミゲル・クロチキ) 

(3 分 02 秒)  

＜SONY MUSIC AVS4193＞ 

 

「ベンジャミン・ブリテンへの追悼歌」 ペルト作曲 

(4 分 31 秒) 

(管弦楽)シュツットガルト国立管弦楽団 

(指揮)デニス・ラッセル・デイヴィス 

＜UNIVERSAL UE35222＞ 

 

「パリ」 (ムーンドッグ) 

(2 分 40 秒)  

＜ATLANTIC 83069-2＞ 

 



「よい子のゴーゴー」 (ザ・ライオンズ) 

(1 分 55 秒)  

＜SOLID REC. CDSOL-1034＞ 

 

「交響曲 第 9 番 ホ短調“新世界から”第 2 楽章」  

ドボルザーク作曲 

(2 分 48 秒) 

(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 

＜東芝 EMI TOCE-9048＞ 

 

「ロンサム・リーダー」 (杉良太郎) 

(3 分 05 秒)  

＜CBS/SONY 32DH587＞ 

 

「トゥエルフス・オブ・ネヴァー」 (ニーナ・シモン) 

(3 分 27 秒)  

＜RHINO R272567＞ 

 

「こいつ(ディス・ボーイ)」 (ザ・ビートルズ) 

(1 分 00 秒)  

＜PARLOPHONE R5084＞ 

 

「あいつ」 (バック・ウィンダー) 

(2 分 12 秒)  

＜マーキュリーレコード SR-2150＞ 

 

「私の祖先は宇宙人」 (青樹亜依) 

(2 分 26 秒)  

＜P-VINE PCD-18627＞ 

 

「女性上位ばんざいパート 2」 (小野洋子) 

(1 分 46 秒)  

＜MUSIC IND. EAR10344＞ 

 

「メロンパンのうた」 (ゆっぴ) 

(2 分 00 秒)  

＜VICTOR VICL-36346＞ 

 

 



「美しきベールの裏側」 (E.S.T.) 

(10 分 22 秒)  

＜SONY REC. SICP159＞ 

「西銀座駅前」 (フランク永井) 

(2 分 20 秒)  

＜ビクター VICL-41246＞ 

 

「レクイエムから ああイエズスよ」 フォーレ作曲 

(3 分 32 秒) 

(ソプラノ)リサ・ベッカリー 

(演奏)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＞ 

 

「カルグィラー」 (ヤトハ) 

(3 分 20 秒)  

＜P-VINE PCD-5182＞ 



2010 年 12 月 18 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 年末恒例 大蔵ざらえ － 

 

「ハヴ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス」  

(ゴンチチ) 

(3 分 56 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 

 

「イッツ・トゥー・レイト」 (ザ・ボゥディーズ) 

(2 分 56 秒) 

＜VICTOR VICL-63558＞ 

 

「ビトウィーン・ア・ドンキー・アンド・ア・ロールス・ロイス」 

(グラハム・コリアー) 

(6 分 59 秒) 

＜GRAHAM COLLIER MUSIC GCM2009＞ 

 

「アゲイン」 (モーガン・パッカード) 

(2 分 26 秒) 

＜ANTICIPATE MUSIC ANTICIPATE011＞ 

 

「まわし飲み」 (青柳拓次) 

(4 分 23 秒) 

＜ONE WOAD，CHORDIARY，UNITED  

OWLU2001＞ 

 

「セビリアの夜」 (カサンドラ・ウィルソン) 

(3 分 00 秒) 

「シルヴァー・ムーン」 (カサンドラ・ウィルソン) 

(6 分 39 秒) 

＜MUSIC FROM EMI TOCJ-66535＞ 

 

「サボール・ア・ミ」 (マテオ・ストーンマン) 

(3 分 28 秒) 

＜VIVID SOUND CORP. VSCD9376＞ 

 

「ブルー・スモーク」 (ガレス・ピアソン) 

(2 分 10 秒) 

＜candyrat.Com＞ 

 



「ザ・ライト・ブリゲード」 (フレッド・イーグルスミス) 

(3 分 42 秒) 

＜LONESOMEDAY LDR014＞ 

 

「パッセージ・フロム・ザ・パスト」 (トルン・エリクセン) 

(5 分 58 秒) 

＜ヤマハミュージックアンドビジュアルズ  

YMCJ-10003＞ 

 

「オーレスン」 (サン・キル・ムーン) 

(5 分 11 秒) 

＜ART UNION artb-0005＞ 

 

「イッツ・スノウイング・オン・マイ・ピアノ」  

(ブッゲ・ヴェッセルトフト) 

(5 分 02 秒) 

＜ART PUBLISHING CD+DVD6003-2＞ 

 

「ディア・サンタ・クロース」 (ゴンチチ、扇谷一穂) 

(4 分 21 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 

 

「ホエン・ラヴ・ブレイクス・ダウン」 (ケイト・ウォルシュ) 

(4 分 12 秒) 

＜BLUEPIE09CD 50999908 22926＞ 

 

「スロー」 (ルーマー) 

(3 分 37 秒) 

「アリサ」 (ルーマー) 

(3 分 15 秒) 

＜ATLANTIC 5052498257522＞ 



2010 年 12 月 11 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 雪の音楽 － 

 

「スレイ・ライド」 (ゴンチチ) 

(3 分 11 秒) 

＜EPIC ESCL 3574＞ 

 

「スノウフォール」 (エスキヴェル) 

(3 分 42 秒) 

＜REPRISE 945844-2＞ 

 

「前奏曲集 第 1 巻 第 6 曲 雪の上の足跡」  

(アナトリー・ヴェデルニコフ) 

(4 分 21 秒) 

＜コロムビア COCQ-83658＞ 

 

「フジヤマ・ママ」 (雪村いづみ) 

(2 分 10 秒) 

＜VICTOR VICG-60508＞ 

 

「ハイ・ホー」 (トム・ウエイツ) 

(3 分 35 秒) 

＜A&M REC. D25Y3270＞ 

 

「アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー」  

(チャールス・ロイド) 

(5 分 00 秒) 

＜ECM REC. ECM2176 2740499＞ 

 

「吹雪の国境」 (東海林太郎) 

(2 分 49 秒) 

＜コロムビア 28CA-1892＞ 

 

「冬と炎と雪」 (アヌーナ) 

(3 分 17 秒) 

＜プランクトン VIVO-215＞ 

 

 



「ミスター・ピーシー」  

(スノウボーイ&ザ・ラテン・セクション) 

(3 分 40 秒) 

＜MANTERA MANTDCD208＞ 

 

「映画“雪の女王”から 雪の女王の踊り」ユッカ・リンコラ作曲 

(5 分 35 秒) 

(指揮)ユッカ・リンコラ 

＜FINLANDIA REC. 0630-19808-2     0630-19808-2 ＞ 

 

「エンジェルス・オブ・グレース」 (ポー・ガール) 

(4 分 07 秒) 

＜NETTWORK PRO. 06700306022＞ 

 

「いつか王子様が」 (ハイ・ファイヴ) 

(4 分 12 秒) 

＜MUSIC FROM EMI TOCJ-66543＞ 

 

「スノウ・イン・サン」 (スクリッティー・ポリッティー) 

(2 分 34 秒) 

＜NONESUCH 7 9966-2＞ 

 

「スノウバード」 (ピート・ワーニック&フレキシグラス) 

(3 分 37 秒) 

＜NIWOT REC. NR-2007＞ 

 

「スノウ・チャイルド」 (ゴンチチ) 

(3 分 45 秒) 

＜EPIC ESCL 3574＞ 

 

「ス・ワンダフル」 (マクガイア・シスターズ) 

(2 分 11 秒) 

＜UNIVERSAL UCCD-3680＞ 

 

「ス・ワンダフル」 (ブライアン・ウィルソン) 

(2 分 47 秒) 

＜WALT DISNEY REC. D000428902＞ 

 

 



「サブローソ・マンボ」 (オルケスタ・コパ・サルーボ) 

(3 分 22 秒) 

＜P-VINE PECF-3011＞ 

 

「サブウェイ・ウォーク」 (ラ・トローバ・カンフー) 

(4 分 09 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-8874＞ 

 

「アララ」 (サヤカ・イ・ス・パルマ・アバネーラ) 

(3 分 38 秒) 

＜BLUE IN GREEN XQDJ-3001＞ 



2010 年 12 月 4 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ アクセサリーの音楽 － 

「ザ・クリスマス・ソング」 (ゴンチチ) 

(3 分 21 秒) 

＜EPIC REC. ESCL3574＞ 

 

「ゴールデン・イヤリング」 (ティム・ウォーフィールド) 

(7 分 53 秒) 

＜CRISS CROSS JAZZ 1324CD＞ 

 

「花の首飾り」 (ザ・タイガース) 

(3 分 55 秒) 

＜WATANABE WMP-30032＞ 

 

「真珠の首飾り」 (グレン・グレイ) 

(2 分 44 秒) 

＜CAPITOL REC. CDP72438278/424＞ 

 

「歌曲集“女の愛と生涯”から この指につけた指輪」  

シューマン作曲 

(2 分 50 秒) 

(ソプラノ)バーバラ・ボニー 

(ピアノ)ウラディーミル・アシュケナージ 

＜POLYGRAM POCL-1727＞ 

 

「ディグ・ア・ホール」 (ハンス・スタイマー・バンド) 

(4 分 43 秒) 

＜ARCHIVE AIRAC-1016＞ 

 

「おしゃれ娘」 (淡谷のり子) 

(3 分 13 秒) 

＜コロムビア BRIDGE-074＞ 

 

「飛行機のサンバ」 (ガル・コスタ) 

(2 分 04 秒) 

＜DRG REC. DRGCD31614＞ 

 

 

 



「パタ・パタ」  

(ミュージカル “ウモジャ”オリジナル・キャスト録音から) 

(3 分 41 秒) 

＜STRING MUSIC STIFCD026＞ 

 

「輝く腕輪とビーズ玉」 (デオダート) 

(6 分 57 秒) 

＜SONY JAZZ 513364-2＞ 

 

「オーシャン・ソロ」 (クリスチャン・アルブレックセン) 

(4 分 28 秒) 

＜DYNAMOPHONE DO-017＞ 

 

「アフリカン・サンクトゥス」 (デイヴィッド・ファンショウ) 

(3 分 06 秒) 

＜DECCA 426055-2＞ 

 

「ボーイフレンド・パート 2」 (クリスタル・ケイ) 

(4 分 59 秒) 

＜EPIC REC. ESCL2470＞ 

 

「ミーン・ウーマン・ブルース」 (オリオン) 

(1 分 58 秒) 

＜BEAR FAMILY REC. BCD16330-1＞ 

 

「ホワット・チャイルド・イズ・ディス(グリーンスリーヴス)」 

(ゴンチチ) 

(2 分 16 秒) 

＜EPIC REC. ESCL3574＞ 

 

「ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス」  

(リバース・ブラス・バンド) 

(1 分 37 秒) 

＜MARDI GRAS REC. MG #1058＞ 

 

「ソロ・トゥ・イ・ヨ」(ルイ・ラミレス、レイ・デ・ラ・パス) 

(3 分 30 秒) 

＜BAD NEWS MUSIC BNCP-168＞ 

 

 



「ズム・ズム」 (マグニフィコ) 

(3 分 19 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD8873＞ 

 

「ヘイ・ガール!」 (ジョー・スタンス) 

(2 分 50 秒) 

＜TACS REC. TACM-0024＞ 

 

「コーズ・オン・ストリング」 (ヴァルラウン) 

(2 分 37 秒) 

＜プランクトン VIVO-373＞ 


