
世界の快適音楽セレクション 
2011年 1 月 29日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ ネバーネバーの音楽－ 

 

「ジャム・ジャ・フロ」 (ゴンチチ) 

(5分 58秒) 

＜EPIC ESCL-2552＞ 

 

「オラ・ネル・ブルース」 (オッサム・ブラウン) 

(2分 37秒) 

＜CLASSICS REC. CLASSICS5091＞ 

 

「ザ・デビル・ネバー・スリープス」 (アイロン&ワイン) 

(2分 07秒) 

＜SUB POP SPCD710＞ 

 

「歌劇“トゥーランドット”から 誰も寝てはならぬ」  

プッチーニ作曲 

(3分 33秒) 

(テノール)ロベルト・アラーニャ 

(管弦楽)コヴェントガーデン王立歌劇場管弦楽団 

(指揮)マーク・エルダー 

＜東芝 EMI TOCE-55616＞ 

 

「イット・ネバー・エンタード・マイ・マインド」  

(サラ・ヴォーン) 

(3分 36秒) 

＜VERVE 314516158-2＞ 

 

「ホーダウン・スローダウン」  

(“ハンナ・モンタナ・ザ・ムービー”サントラ) 

(3分 00秒) 

＜WALT DISNEY D000310102＞ 

 

「ネバー・レット・ミー・ゴー」 (リャンビコ) 

(4分 20秒) 

＜SONY BMG 82876775472＞ 

 

「納豆うりの唄」 (宮城まり子) 

(3分 25秒) 

＜VICTOR VICL-60339＞ 



 

「オクラ」 (オル・ダラ) 

(4分 48秒) 

＜ATLANTIC AMCY-2634＞ 

 

「“森の風景”作品 82から 第 1曲 森の入り口」  

シューマン作曲 

(1分 58秒) 

(ピアノ)サムイル・フェインベルグ 

＜TRITON DNCC-24032＞ 

 

「ユール・ネバー・ノウ」 (ナット・キング・コール) 

(2分 41秒) 

＜東芝 EMI TOCP-9167＞ 

 

「ネバー・ネバー・ゴナ・ギブ・ユー・アップ」  

(リサ・スタンスフィールド) 

(3分 17秒) 

＜BMG BVCA-725＞ 

 

「雨に濡れたままで」 (ヒデとロザンナ) 

(2分 39秒) 

＜コロムビア COCP-32257、58＞ 

 

「ユー・ネバー・ウォーク・アローン」  

(マリオ・フラングーリス) 

(2分 44秒) 

＜SONY BMG 88697223502＞ 

 

「ユー・ネバー・ギヴ・ミー・ユア・マネー」 (ビートルズ) 

(4分 02秒) 

＜EMI CDP7464462＞ 

 

「スレイ・ライド」 (ゴンチチ) 

(3分 06秒) 

＜EPIC ESCL-3574＞ 

 

「ビー・マイ・マン」 (アシャ) 

(3分 43秒) 

＜プランクトン VIVO-106＞ 



「ザ・ラフ・オブ・リコグニション」(オーヴァー・ザ・ライン) 

(4分 35秒) 

＜BUFFALO REC. BUF-150＞ 

「イル・シルコロ」 (セステート・イレアル) 

(3分 36秒) 

＜アオラ BNSCD766＞ 

「熟れた果実」 (ビエント・デ・アグア) 

(2分 10秒) 

＜カイラプロダクション KAIRA-003＞ 

  



2011年 1 月 22日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 温まる音楽－ 

 

「ホーム・ソング」 (ゴンチチ) 

(3分 28秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「ザ・ワームス・オブ・ザ・サン」 (ビーチボーイズ) 

(2分 48秒) 

＜東芝 EMI TOCP-8021＞ 

 

「ホーム・ウィズ・ユー」  

(アリス・バブズ、ユーリク・ノイマン) 

(3分 00秒) 

＜UNIVERSAL UCCV-3008＞ 

 

「ワーム・ディセンバー」 (ジュリー・ロンドン) 

(1分 56秒) 

＜EMI MUSIC JAPAN TOCJ-90056＞ 

 

「かくも柔らかで温かき」 ペーター・コルネリウス作曲 

(3分 47秒) 

(合唱)ザールブリュッケン室内合唱団 

(指揮)ゲオルク・グリュン 

＜CARUS 83.163＞ 

 

「ホット・パンツ・パート 1」 (ジェームス・ブラウン) 

(3分 06秒) 

＜POLYDOR 849111-2＞ 

 

「ターキー・チェイス」  

(“パット・ギャレット&ビリー・ザ・キッド”サントラから) 

(3分 31秒) 

＜COLUMBIA CK32460＞ 

 

「煙突さんから煙が出た」 (越路吹雪) 

(3分 27秒) 

＜コロムビア COCA-10626＞ 

 

 



「悪魔の火で暖をとる」(レヴェレンド・ジョニー・ブレイキー) 

(3分 26秒) 

＜SONY SRCS5963＞ 

 

「私を包み込んで」 (カリ) 

(3分 54秒) 

＜EPIC/SONY ESCA5016＞ 

 

「ワーク・トゥー・ドゥー」 (アイズレー・ブラザーズ) 

(2分 32秒) 

＜RHINO R272284＞ 

 

「朝」 (はっぴいえんど) 

(2分 29秒) 

＜東芝 EMI TOCT-10458＞ 

 

「グッド・デイ・サンシャイン」 (ルル) 

(2分 37秒) 

＜WEA WPCR-10390＞ 

 

「黒くぬれ」 (ハーフ・ジャパニーズ) 

(0分 40秒) 

＜PIPE REC. PIPE2＞ 

 

「胸いっぱいの愛を」 (レッド・ツェッペリン) 

(6分 09秒) 

＜ATLANTIC AMCY-2600＞ 

 

「涙のラーメン」 (こまどり姉妹) 

(3分 28秒) 

＜COLUMBIA COCA-10400＞ 

 

「サンライト・ゾーン」 (ソフィー・ハッチングス) 

(4分 48秒) 

＜PRESERVATION PRE030＞ 

 

「あたたかい方へ」 (どんと) 

(3分 43秒) 

＜自主制作＞ 

 



「リトル・カフェ」 (ゴンチチ) 

(3分 07秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「きみの友だち」 (ジェームス・テイラー) 

(4分 29秒) 

＜WARNER P-8082W＞ 

 

「忘れられない」 (フレディ) 

(4分 23秒) 

＜P-VINE PCD-25121＞ 



2011年 1 月 15日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 大人の音楽－ 

 

「ミスター・エフ・セズ」 (ゴンチチ) 

(3分 33秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「アイム・ア・マン」 (ボ・ディドリー) 

(2分 41秒) 

＜CHESS PCD-1606＞ 

 

「アルフィー」 (マントバーニ楽団) 

(3分 43秒) 

＜DECCA UICY-1568＞ 

 

「交響曲 第 6番“悲そう”から 第 4楽章の一部」  

チャイコフスキー作曲 

(6分 07秒) 

(管弦楽)シンシナティ交響楽団 

(指揮)パーヴォ・ヤルヴィ 

＜TELARC CD-80681＞ 

 

「スーパー・チャージャー・ヘヴン  

-アダルツ・オンリー・ミックス」(ホワイト・ゾンビ) 

(5分 16秒) 

＜GEFFEN GEFD-24976＞ 

 

「ア・マン・イン・ラヴ」 (ジョージ・パーキンス) 

(2分 59秒) 

＜P-VINE PCD-24186＞ 

 

「“神聖な奉仕のための音楽”から最終楽章」  

(ブーレント・アレル) 

(3分 59秒) 

＜NEW WORLD 80521-2＞ 

 

「大人のカボチャ」 (石川セリ) 

(3分 43秒) 

＜UNIVERSAL UPCY6482＞ 

 



「キャバレーの女」 (プエルト・プラッタ) 

(3分 06秒) 

＜IASO iASCD2＞ 

 

「ビフォア・アイ・グロウ・トゥー・オールド」  

(ファッツ・ドミノ) 

(2分 34秒) 

＜BEAR FAMILY BCD15541-7HI＞ 

 

「アドヴァイス・フォー・ザ・ヤング・アット・ハート」  

(ティアーズ・フォー・フィアーズ) 

(4分 54秒) 

＜FONTANA PPD-1060＞ 

 

「オーリア・バンジョー」 (“サバタ”サントラ) 

(2分 37秒) 

＜VERITA NOTE VQCD-10076＞ 

 

「いい感じだろう、なぁ」 (浅川マキ) 

(5分 17秒) 

＜東芝 EMI TOCT-24004＞ 

 

「アイ・ゲット・ザ・ブルー・ホエン・イット・レインズ」  

(スー・レイニー) 

(2分 50秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-50012＞ 

 

「ア・シングル・ウーマン」 (ニーナ・シモン) 

(3分 33秒) 

＜WEA MUSIC WMC5-632＞ 

 

「ひとひらの雪」 (菅原洋一) 

(5分 24秒) 

＜UNIVERSAL UPCY-6512＞ 

 

「ミスター・ハッピー・ノース・ヒル」 (ゴンチチ) 

(2分 41秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

 



「あゝおやぢさん」 (松島一夫) 

(4分 42秒) 

＜P-VINE PCD-25122＞ 

 

「ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー」  

(潮先郁男、さがゆき、加藤崇之) 

(5分 08秒) 

＜地底レコード B47F＞ 



2011年 1 月 8日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 希望の音楽 － 

 

「レイ・オブ・ホープ」 (ゴンチチ) 

(4分 05秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「レイ・オブ・ホープ」 (ソウル・ジェネレーション) 

(3分 08秒) 

＜P-VINE PLP-6542＞ 

 

「ザ・ワールド・イズ・ウェイティング・フォー・ザ・  

サンライズ」(レス・ポール&メアリー・フォード) 

(2分 10秒) 

＜CAPITOL 724385739620＞ 

 

「ウィッシング・ウェル」 (バート・ヤンシュ) 

(2分 13秒) 

＜TRANSATLANTIC REC. CMRCD334＞ 

 

「キャント・ヘルプ・ラヴィン・ダット・マン」  

(映画“ショー・ボート”サントラ) 

(1分 22秒) 

＜RHINO R271998＞ 

 

「風になれるなら」 (伊藤銀次) 

(3分 30秒) 

＜WARNER-PIONEER CO. L-84Y＞ 

 

「オデオン」 (トリオ・エスペランサ) 

(3分 05秒) 

＜GEMM PRO FDM46050369492＞ 

 

「愛の願い」 (ミッシェル・ポルナレフ) 

(4分 19秒) 

＜POLYDOR POCP-7482＞ 

 

「ジューン・ブライド」 (ザ・ピーナッツ) 

(2分 37秒) 

＜キングレコード KICS1258＞ 



 

「デーン・ストリート」 (ゴールドムンド) 

(3分 10秒) 

＜p*dis/WESTERN VINYL  

AMIP-0006＞ 

 

「メリー・ブルース」 (マヌー・チャオ) 

(3分 36秒) 

＜東芝 EMI VJCP-68298＞ 

 

「あなたが望むなら」 (ベッチ・カルヴァーリョ) 

(2分 55秒) 

＜RCA RVP6323＞ 

 

「夢見る頃はいつも」 (トム・ウェイツ) 

(4分 15秒) 

＜POLYSTAR R28D2079＞ 

 

「星に願いを」  

(フランク・チャックスフィールド・オーケストラ) 

(3分 30秒) 

＜UNIVERSAL UICY-4140，4141＞ 

 

「いつか自由に」 (ダニー・ハサウェイ) 

(5分 30秒) 

＜WARNER WPCR-11945＞ 

 

「いのり」 (ゴンチチ) 

(5分 01秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「ラップ・ポップクリート」  

(カエターノ・ヴェローゾ、ジルベルト・ジル) 

(1分 58秒) 

＜POLYGRAM 518 178-2＞ 

 

「アイ・ビリーヴ・イン・ユー」 (ブラック・ダブ) 

(4分 28秒) 

＜SONY MUSIC 88697 74094 2＞ 

 



「ピエール」  

(アンネ・ソフィー・フォン・オッター、ブラッド・メルドー) 

(4分 03秒) 

「シャンソン・ドゥ・マクサンス」  

(アンネ・ソフィー・フォン・オッター、ブラッド・メルドー) 

(5分 14秒) 

＜NAIVE V5241＞ 

 

 


