
世界の快適音楽セレクション

2011 年 4 月 30 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 弓と矢の音楽 － 

 

「虹」 (ゴンチチ) 

(2 分 10 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「マリエ」 (ブレッド&バター) 

(3 分 52 秒) 

＜コロムビア COCA-11612＞ 

 

「時は矢の様に」 (斉藤哲夫) 

(6 分 35 秒) 

＜AVEX IO IOCD-40029＞ 

 

「サムタイムズ・アイム・ハッピー」 (レスター・ヤング) 

(3 分 07 秒) 

＜TOWER MUSIC TWJZ-1-06＞ 

 

「唐変木のためのガイダンス」 (キリンジ) 

(4 分 08 秒) 

＜WARNER WPC6-10028＞ 

 

「キューピッド」 (サム・クック) 

(2 分 35 秒) 

＜RCA/LEGACY 82876695502＞ 

 

「ドロウ・ア・ボウ」 (ボビー・アンド・ブラム) 

(3 分 10 秒) 

＜MORR MUSIC MORR081CD＞ 

 

「多くの矢を私の胸に放ち」 ヘンデル作曲 

(4 分 30 秒) 

(ソプラノ)ジュディス・ネルソン 

(カウンター・テナー)ルネ・ヤーコプス 

＜ハルモニアムンディ HMP390804＞ 

 

 
  



「マイルス・ランズ・ザ・ヴードゥー・ダウン」  

(マイルス・デイヴィス) 

(10 分 26 秒) 

＜COLUMBIA/LEGACY  

88697 81485 2＞ 

 

「ホット!ホット!ホット!」 (アロウ) 

(2 分 56 秒) 

＜VIRGIN REC. 7243 84719227＞ 

 

「舟歌」 (パット・メセニー・グループ) 

(3 分 17 秒) 

＜ECM REC. UCCU-5043＞ 

 

「ザティアナー・サチャーウェイラー」  

(ウー・ミン・マウン、ムー・ムー・テイン) 

(6 分 57 秒) 

＜キングレコード KICC5132＞ 

 

「ピルエット」 (ゴンチチ) 

(3 分 59 秒) 

＜EPIC REC. ESCB1901＞ 

 

「アレクサンダーズ・ラグタイム・バンド」  

(アーヴィング・バーリン) 

(1 分 30 秒) 

＜KOCH INT. 3-7510-2HI＞ 

 

「世紀の楽団」 (岸井明、加美可那子) 

(2 分 42 秒) 

＜VICTOR VICJ-60718＞ 

 

「ベレー帽」 (マンヴィエル&シュアレズ) 

(3 分 15 秒) 

＜オルターポップ ERPCD-15017＞ 

 

「ソニデーロ」 (エスネ・ベルツァ) 

(3 分 19 秒) 

＜ビーンズ BNSCD-773＞ 

 



「アンド・アイ・ラヴ・ヒム」 (リサ・ローレン) 

(5 分 29 秒) 

＜BUFFALO BUF-151＞ 

  



 

2011 年 4 月 23 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 旅行とお土産の音楽 － 

 

「行ってきます」 (ゴンチチ) 

(3 分 21 秒) 

＜EPIC ESCL2552＞ 

 

「旅行くサンバ」 (アタウアルパ・ユパンキ) 

(2 分 51 秒) 

＜BMG MUSIC BVCP-2328＞ 

 

「ディス・フィルムシー・トラヴェリング・マシーン」  

(スモール・セイルズ) 

(5 分 41 秒) 

＜Small Sails/HEADZ EX-PO10/HEADZ92＞ 

 

「交響曲 第 104 番 ニ長調“ロンドン”から 第 3 楽章」  

ハイドン作曲 

(4 分 20 秒) 

(管弦楽)バイエルン放送交響楽団 

(指揮)マリス・ヤンソンス 

＜SONY SICC 1171＞ 

 

「ウィンター」 (ル・フチュール・ポンピスト) 

(2 分 41 秒) 

＜HAPPY PRINCE HPPR 029＞ 

 

「恋の世界旅行」 (小林旭) 

(2 分 45 秒) 

＜クラウン・レコード CRCN-40769＞ 

 

「スーヴェニール 作品 15 から 第 1 曲 エメ・モワ」  

アルカン作曲 

(10 分 07 秒) 

(ピアノ)マルク・アンドレ・アムラン 

＜Hyperion CDA67218＞ 

 

  



「たんぽぽのお酒」 (佐藤博) 

(3 分 02 秒) 

＜キングレコード CHOPD-047＞ 

 

「トゥッキ」 (ユッスー・ンドゥール) 

(4 分 10 秒) 

＜Nonesuch WPCR-12801＞ 

 

「“マルコ・ポーロ”メインテーマ」 エンニオ・モリコーネ作曲 

(3 分 21 秒) 

(チェロ)ヨーヨー・マ 

(管弦楽)ローマ・シンフォニエッタ・オーケストラ 

(指揮)エンニオ・モリコーネ 

＜SONY BMG SN93472A＞ 

 

「エイティ・ワン」 (マイルス・デイヴィス) 

(6 分 14 秒) 

＜COLUMBIA/LEGACY CK46863＞ 

 

「フォトグラフ」 (アントニオ・カルロス・ジョビン) 

(2 分 08 秒) 

＜WARNER WPCR-1129＞ 

 

「雨夜花」 (王幸玲) 

(3 分 50 秒) 

＜LUCKY REC. LY-145＞ 

 

「修学旅行夜行列車南国音楽」 (ゴンチチ) 

(3 分 26 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01960＞ 

 

「映画“8 1/2”テーマ の一部分」 ニーノ・ロータ作曲 

(1 分 52 秒) 

(管弦楽)ミラノ・スカラ座フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)リッカルド・ムーティ 

＜SONY MUSIC SK63359＞ 

 

 

  



「映画“8 1/2”テーマ」 ニーノ・ロータ作曲 

(2 分 43 秒) 

(ピアノ)ニーノ・ロータ 

＜ISTITUTO DISCOGRAFICO  

ITALIANO IDIS335＞ 

 

「私の欲しいもの」 (ザーズ) 

(3 分 39 秒) 

＜RESPECT REC. RES-180＞ 

 

「プント・デ・フーガ」 (ルシオ・マンテル) 

(2 分 00 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-773＞ 

  



2011 年 4 月 16 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 涙とため息の音楽 － 

 

「ワルツ・イン・ブルー」 (ゴンチチ) 

(3 分 07 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1513＞ 

 

「ティアーズ・オン・マイ・ピロー」  

(リトル・アンソニー&ジ・インペリアルズ) 

(2 分 21 秒) 

＜END REC. LP303＞ 

 

「ラグリマス・デ・アモール」  

(ロベルト・カントラル、ロス・トレス・カバリェーロス) 

(2 分 51 秒) 

＜YOYO MUSIC REF26282＞ 

 

「ゲス・アイル・ハング・マイ・ティアーズ・アウト・トゥー・  

ドライ」(フランク・シナトラ) 

(4 分 00 秒) 

＜CAPITOL 724349475625＞ 

 

「レクイエムから 涙の日よ」 モーツァルト作曲 

(3 分 30 秒) 

(演奏)ローザンヌ器楽アンサンブル 

ローザンヌ声楽アンサンブル 

(指揮)ミシェル・コルボ 

＜CASCAVELLE S.A. VEL1012＞ 

 

「想い出の中で」 (ザレハ・ハミッド) 

(4 分 02 秒) 

＜ボンバレコード BOM2024＞ 

 

「ゼイ・ソールド・ゼア・ホームステッド」  

(アート・ファーマー・クァルテット) 

(6 分 14 秒) 

＜KOCH JAZZ KOCCD8510＞ 

 

 



「酒は涙か溜息か」 (藤山一郎) 

(2 分 54 秒) 

＜コロムビア GES-10096＞ 

 

「アイ・キャント・スタンド」 (ジ・エスコーツ) 

(3 分 15 秒) 

＜P-VINE PCD-22264＞ 

 

「泣き女」 (ルーチョ・ベルムーデス) 

(3 分 10 秒) 

＜ボンバレコード BOM3007＞ 

 

「バンジョー五郎」 (アズミ) 

(4 分 26 秒) 

＜自主制作盤＞ 

 

「涙のびんづめ」 (伊東きよ子) 

(4 分 18 秒) 

＜SONY MUSIC MHCL-275＞ 

 

「怒りの涙」 (ボブ・ディラン) 

(7 分 20 秒) 

＜SME REC. SRCS8914＞ 

 

「ミネソタの卵売り」 (暁テル子) 

(2 分 20 秒) 

＜VICTOR SJ8006-3＞ 

 

「ヴァレイ・オブ・ティアーズ」 (マイケル・ハーレイ) 

(3 分 13 秒) 

＜G NOMON SONG REC. GONG13＞ 

 

「ためいき」 佐藤春夫・作詞 

(2 分 15 秒) 

(朗読)佐藤春夫 

＜コロムビア COCP-36585＞ 

 

「哀愁の一夜」 (松尾和子) 

(3 分 59 秒) 

＜VICTOR ASB-1030＞ 



「夕暮れの憂鬱」 (ゴンザレス三上) 

(5 分 20 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-11001＞ 

「イッツ・マンズ・マンズ・マンズ・ワールド」  

(ジェームズ・ブラウン) 

(2 分 46 秒) 

＜POLYGRAM REC. 849110-2＞ 

「ラヴ・マイ・ライフ・パート 2」 (ホージア・ハーグローブ) 

(3 分 01 秒) 

＜P-VINE PCD25120＞ 

  



2011 年 4 月 9 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 素敵なタイトルの音楽 － 

 

「雨上がりの王国」 (ゴンチチ) 

(4 分 12 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1059＞ 

 

「エラ・ソー・コメッソ・ノッソ・フィン」  

(トニーニョ・オルタ) 

(4 分 55 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-67175＞ 

 

「弦楽四重奏曲 第 2 番“ないしょの手紙”から 第 2 楽章」  

ヤナーチェク作曲 

(6 分 25 秒) 

(演奏)ヤナーチェク四重奏団 

＜日本コロムビア 25CO-2315＞ 

 

「ゆれる」 (矢野一希) 

(4 分 40 秒) 

＜DISCOVERY MEDIA PRODUCTS KNKS-01＞ 

 

「詩人の銃は一輪の花」 (チャブーカ・グランダ) 

(2 分 56 秒) 

＜PRODUCCIONES IEMPSA.S.A.C.IEM-0572-2＞ 

 

「音楽があるかぎり」 (デニー・ザイトリン・トリオ) 

(5 分 11 秒) 

＜VENUS REC. TKCV-35039＞ 

 

「ハッピネス・イズ・ア・ウォーム・ガン」 (マーク・リボー) 

(4 分 32 秒) 

＜ATLANTIC AMCY-19013＞ 

 

「セイヴド・バイ・ヘリコプター」 (ラスト・デイズ) 

(1 分 57 秒) 

＜N5MD CATMD151＞ 

 

 

  



「シンフォニー・オブ・スコーピオンズ・パート 1」  

(グラハム・コリアー) 

(10 分 01 秒) 

＜disconforme sl. DISC1974CD＞ 

 

「“プレイアデス舞曲集 3”から“静かなる雨の雅歌”」  

吉松隆・作曲 

(2 分 20 秒) 

(ピアノ)田部京子 

＜DENON COCQ-84555＞ 

 

「ホリデイ・フォー・ストリングス」(ローリンド・アルメイダ) 

(2 分 57 秒) 

＜EAST WIND PHCE-4119＞ 

 

「淋しさには名前がない」 (浅川マキ) 

(4 分 38 秒) 

＜MUSIC FROM EMI  

TOCT-26998，26999＞ 

 

「脇役であるとも知らずに」 (ゴンチチ) 

(3 分 24 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1058＞ 

 

「ラグリマス・メキシカーナス」  

(ヴィニシウス・カントゥアリア、ビル・フリーゼル) 

(4 分 43 秒) 

＜EONE MUSIC EOM-CD-2110＞ 

 

「パリャーソ」  

(アミルトン・ヂ・オランダ、アンドレ・メーマリ) 

(5 分 54 秒) 

＜BRASILIANOS DOPO19＞ 

 

「セテ・ファカーダス」  

(デヴィッド・リンクス、マリア・ジョアン) 

(10 分 26 秒) 

＜NAIVE NJ620811＞  



2011 年 4 月 2 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 自転車と緑の音楽 － 

 

「君の自転車」 (ゴンチチ) 

(3 分 06 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1157＞ 

 

「セイリン・シューズ」 (ロバート・パーマー) 

(2 分 42 秒) 

「ヘイ・ジュリア」 (ロバート・パーマー) 

(2 分 24 秒) 

「スニーキン・サリー・スルー・ジ・アリー」  

(ロバート・パーマー) 

(3 分 58 秒) 

＜ISLAND REC. ILPS9294＞ 

 

「メニイ・ウェイズ」 (ボンベイ・バイシクル・クラブ) 

(2 分 44 秒) 

＜UNIVERSAL/ISLAND DISC1 2741171＞ 

 

「アンバー」 (ニルス・フラーム) 

(3 分 48 秒) 

＜ERASED TAPES REC. ERATP18CD＞ 

 

「ビスィクレッタス・ボーロス・イ・オウトラス・  

アレグリーアス」(ヴァネッサ・ダ・マタ) 

(4 分 22 秒) 

＜SONY MUSIC 88697804442＞ 

 

「ブルー・イン・グリーン」  

(ステファン・ディー・アンダーソン) 

(4 分 37 秒) 

＜ART OF LIFE AL1022-2＞ 

 

「ノーウェジアン・ウッド」  

(テオ・ブレックマン&ベン・モンダー) 

(5 分 47 秒) 

＜SONGLINES SGLSA1561-2＞ 

 

 



「自転車旅行」 (岡本敦郞) 

(3 分 15 秒) 

＜コロムビア COCP-36118，36119＞ 

 

「ヤカプ」 (パウロ・サントス) 

(3 分 51 秒) 

＜IVORY MUSIC&VIDEO IMV-AA-030＞ 

 

「シッティング・イン・ザ・パーク」 (ギャングウェイ) 

(3 分 50 秒) 

＜MERCURY 834838-1＞ 

 

「ガール・オン・ア・バイシクル」 (ラルフ・マクテル) 

(3 分 22 秒) 

＜CASTLE COMMUNICATIONS MATCD214＞  

 

「もう森になんて行かない」 (フランソワーズ・アルディ) 

(3 分 03 秒) 

＜キングレコード K25P-373＞ 

 

「緑の性格～黒い蟻の生活」 ゴンチチ作曲 

(3 分 50 秒) 

(ゴンチチ) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01960＞ 

 

「イン・ザ・ビューティ・オブ・ザ・ナイト」  

(ウィリー・ライト) 

(4 分 37 秒) 

＜NUMERO N038＞ 

 

「エラプション」 (キリエ・クリストマンソン) 

(2 分 33 秒) 

＜NOR FORMAT 0013363＞ 

 

「シー(イット・ダズント・バザー・ミー)」  

(ジョナサン・ジェレマイア) 

(3 分 29 秒) 

＜UNIVERSAL/ISLAND B004CJ8XNQ＞ 

 

 



「ピーチ・トゥリーズ」 (マーグレット) 

(5 分 47 秒) 

＜ヤマハミュージックアンドビジュアルズ YMCJ-10009＞ 

 


