
世界の快適音楽セレクション

2011 年 5 月 28 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 牛乳の音楽 － 

 

「カフェ・フラワー」 (ゴンチチ) 

(2 分 40 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01691＞ 

 

「牛乳列車」 (ロス・ドゥアルテ) 

(3 分 37 秒) 

＜KING REC. KICW1023＞ 

 

「ミルク・アンド・シュガー」 (ジー・ラヴ) 

(3 分 18 秒) 

＜SONY MUSIC SICP3024＞ 

 

「120cc Milch」 (ヘニング・シュミット) 

(1 分 43 秒) 

＜FLAU FLAU06＞ 

 

「300ml (milk)」 (レイ・ハラカミ) 

(5 分 21 秒) 

＜SUBLIME REC. IDCS-1019＞ 

 

「きれいな乙女が牛の乳をしぼる」 グレインジャー作曲 

(1 分 17 秒) 

(メゾ・ソプラノ)アンネ・ソフィー・フォン・オッター 

(ピアノ)ベンクト・フォシュベリ 

＜UNIVERSAL POCG-10289＞ 

 

「アナザー・ソング」 (ジェイ・ジェイ・ケール) 

(3 分 27 秒) 

＜BLUE NOTE 7 243 57978620＞ 

 

「牛乳」 (たま) 

(2 分 03 秒) 

＜東芝 EMI TOCT-6805＞ 

 

「ミルクツリー」 (ザ・フォー・ヤンクス) 

(2 分 37 秒) 

＜WRASSE REC. WRASS029＞ 



「ミルクシェイク」 (クラーク・ボラン・ビッグ・バンド) 

(5 分 06 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-9204＞ 

 

「ノー・ミルク・トゥデイ」 (ハーマンズ・ハーミッツ) 

(2 分 57 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-50427＞ 

 

「スクイッド・インク」 (ジェリー・バーゴンジー) 

(5 分 24 秒) 

＜SAVANT SCD2110＞ 

 

「牛乳屋」 (武蔵野タンポポ団) 

(2 分 34 秒) 

＜KITTY REC. H20K25021＞ 

 

「ミルクとハチミツの夢」 (レスリー・ウェスト) 

(3 分 34 秒) 

＜SONY SICP778＞ 

 

「ミルク色だよ」  

(中野忠晴&コロムビア・ナカノ・リズム・ボーイズ) 

(3 分 13 秒) 

＜コロムビア COCP36178，36179＞ 

 

「ミルク・カウ・ブルース」 (ココモ・アーノルド) 

(3 分 08 秒) 

＜P-VINE PCD-5727＞ 

 

「ミルク・アンド・ハニー」 (デニス・ブラウン) 

(2 分 45 秒) 

＜日本クラウン CRCL-1046＞ 

 

「フライング・カウズ」 (ラルフ・タウナー) 

(4 分 56 秒) 

＜ECM 1563529347-2＞ 

 

「ホーム・ソング」 (ゴンチチ) 

(3 分 28 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 



「大空へむかって」 (青樹亜依) 

(3 分 48 秒) 

＜P-VINE PCD-18627＞ 

 

「ホーセズ・アンド・ハイヒールズ」  

(マリアンヌ・フェイスフル) 

(3 分 52 秒) 

＜NAIVE NV822811＞ 

 

  



2011 年 5 月 21 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 壁の音楽 － 

 

「デイズ・オブ・ウォール」 (ゴンチチ) 

(4 分 56 秒) 

＜EPIC ESCB1901＞ 

 

「“冷たい小品集”から 壁紙としての前奏曲」 サティー作曲 

(2 分 35 秒) 

(ピアノ)アンヌ・ケフェレック 

＜東芝 TOCE-8627＞ 

 

「アップ・アゲンスト・ザ・ウォール」  

(デヴィッド・リーブマン・トリオ) 

(8 分 12 秒) 

＜CHALLENGE REC. DBCHR 75978＞ 

 

「フォー・ストーン・ウォールズ」 (カパケリー) 

(3 分 00 秒) 

＜SURVIVAL SURCD023＞ 

 

「ハープシコード曲集 第 2 巻から 神秘な防壁」クープラン作曲 

(1 分 42 秒) 

(チェンバロ)中野振一郎 

＜DENON COCO-78200＞ 

 

「オレンジ・ワン」 (ハウシュカ) 

(4 分 09 秒) 

＜KARAOKE KALK CD25＞ 

 

「壁」 (松田優作) 

(3 分 29 秒) 

＜VICTOR VICL-15060＞ 

 

「マイクロウブス」 (ジョージ・ハリスン) 

(3 分 39 秒) 

＜APPLE REC. EAP-9031X＞ 

 

 

 



「地下鉄の壁の詩」 (サイモンとガーファンクル) 

(1 分 53 秒) 

＜SONY MHCP2064＞ 

 

「リッスン・トゥー・ザ・クロック・オン・ザ・ウォール」  

(オージェイズ) 

(3 分 48 秒) 

＜SONY SRCS6367＞ 

 

「ノーホエアー・トゥー・ラン」  

(ピート・タウンジェント、ロニー・レーン) 

(3 分 12 秒) 

＜MCA REC. MCA-2295＞ 

 

「白壁の町」 (北島三郎) 

(4 分 01 秒) 

＜コロムビア COCP-36546＞ 

 

「緑色の壁」 (ニルソン) 

(3 分 15 秒) 

＜BMG ビクター BVCP-7316＞ 

 

「ウォールズ」 (ソルト・カルトネッカー・トリオ) 

(2 分 26 秒) 

＜R&V REC. RV002＞ 

 

「氷壁の山々」  

(ロイス・ケルシュバウマー、ヒルデ・マイクスナー) 

(2 分 39 秒) 

＜VICTOR VDP-1050＞ 

 

「人生の壁」 (エルトン・ジョン) 

(3 分 19 秒) 

＜DISK JAMES MUSIC DJLPS403＞ 

 

「コーラン第 7 章 高壁章」 (キャーニ・カラジャ) 

(6 分 36 秒) 

＜KING REC. KICC5726＞ 

 

 



「ウォーターフォール」 (ゴンチチ) 

(2 分 59 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1061＞ 

 

「イン・ザ・リアル・ワールド」 (ロイ・オービソン) 

(3 分 40 秒) 

＜VIRGIN REC. 7 91058-2＞ 

 

「キーワード」 (ベベチオ) 

(2 分 38 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL14003＞  



2011 年 5 月 14 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 変化と転換の音楽 － 

 

「休暇届」 (ゴンチチ) 

(3 分 25 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB-1063＞ 

 

「ソー・ホワット」 (マイルス・デイヴィス) 

(8 分 41 秒) 

＜DOMINO REC. 891212＞ 

 

「僕もう我慢できない」 (泊) 

(2 分 39 秒) 

＜blues interactions PCD22320＞ 

 

「タイム・スペント」 (デフ・センター) 

(2 分 10 秒) 

＜TYPE REC. TYPE080＞ 

 

「レヴォルーション 1」 (タントラ) 

(3 分 53 秒) 

＜COQUEIRO VERDE DB-004＞ 

 

「心変わりしたあなた」 (アン・バートン) 

(5 分 43 秒) 

＜SSM 4967912＞ 

 

「みんな変わってしまった」 (マリア・クレウーザ) 

(3 分 52 秒) 

＜RCA RVP-6428＞ 

 

「ユーヴ・チェンジド」  

(ファブリッツィオ・ボッソ、ダイアン・リーヴス) 

(5 分 35 秒) 

＜MUSIC FROM EMI 0946-389462-2-9＞ 

 

「タイム・キューブ」 (ロジャー・マッギン) 

(3 分 19 秒) 

＜コロムビア KC31946＞ 

 



「シングズ・アー・ゲッティン・ベター」  

(ジョージ・ジャクソン) 

(3 分 45 秒) 

＜DEAN RUDLAND CDKEND329＞ 

 

「ヴェ・サマクトゥ・ダブ」(ハシディック・ニュー・ウェイヴ) 

(9 分 05 秒) 

＜EVOLVER EVL2025-2＞ 

 

「エヴリシング・マスト・チェンジ」  

(クインシー・ジョーンズ、ベナード・アイグナー) 

(6 分 00 秒) 

＜A&M POCM-5077＞ 

 

「ブラジル」 (ゴンチチ) 

(2 分 55 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「ジャスティファイド」 (ジョナサン・ジェレマイア) 

(3 分 13 秒) 

＜UNIVERSAL ISLAND 2712705＞ 

 

「エウ・ソニェイ・キ・トゥ・エスターヴァス・タォン・リンダ」 

(テレボッサ) 

(7 分 20 秒) 

＜RIP CURL RCIP-0157＞ 

 

「恋人と雨雲」 (ランプ) 

(6 分 49 秒) 

＜POLYSTAR UVCA-3005＞ 

 

  



2011 年 5 月 7 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ ゆるい音楽 － 

 

「ああなんてやわらかいんだろう」 (ゴンチチ) 

(4 分 03 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1309＞ 

 

「レイジーボーン」 (レオン・レッドボーン) 

(3 分 06 秒) 

＜WARNER BROS. BS2888＞ 

 

「レイジーボーン」 (細野晴臣) 

(3 分 45 秒) 

＜SPEEDSTAR VICL-63777＞ 

 

「ゼアズ・アン・エンド」 (ホリー・ゴライトリー) 

(3 分 34 秒) 

＜P-VINE PCD-23443＞ 

 

「ザ・ジョンソン・ボーイズ」 (デヴィッド・リンドレー) 

(3 分 06 秒) 

＜A WORLD OF MUSIC CD12550＞ 

 

「今この瞬間」 (ジョー・バルビエリ) 

(3 分 51 秒) 

＜OMAGATOKI OMCX-1225＞ 

 

「タイム・リメンバード」 (ビル・エヴァンス) 

(6 分 02 秒) 

＜UNIVERSAL 0025218920025＞ 

 

「1900 イエスタデイ(遠い初恋)」  

(リズ・ダモンズ・オリエント・エクスプレス) 

(2 分 58 秒) 

＜REV-OLA CRREV40＞ 

 

「ラフィング・ラグ」 (ダン・ピケット) 

(2 分 33 秒) 

＜KRAZY KAT 811＞ 

 



「イメージ、オータム、ウーム」 (ゴールドムンド) 

(3 分 05 秒) 

＜TYPE REC. TYPE039＞ 

 

「サントラ“ライフ・アクアティック”から  

ライフ・オン・マーズ」(セウ・ジョルジ) 

(3 分 25 秒) 

＜HOLLYWOOD REC. 2061-62494-2＞ 

 

「アイランド・ウーマン」 (アンドレ・トゥーサン) 

(2 分 30 秒) 

＜HNH INTERNATIONAL 76029-2＞ 

 

「ネヴァー・ギヴ・ユア・ハート・アウェイ」  

(カールトン&ザ・シューズ) 

(4 分 10 秒) 

＜IPM IPM-8024＞ 

 

「ウキウキキョロキョロ」 (サキタハヂメ) 

(3 分 31 秒) 

＜(有)アセント BJCO-9＞ 

 

「放課後の音楽室」 (ゴンチチ) 

(1 分 50 秒) 

＜EPIC ESCB2111＞ 

 

「ザ・ウィルヘルム・スクリーム」 (ジェイムス・ブレイク) 

(4 分 37 秒) 

＜POLYDOR ATLAS 02CD＞ 

 

「アイ・ネヴァー・ラーント・トゥ・シェア」  

(ジェイムス・ブレイク) 

(4 分 51 秒) 

＜POLYDOR ATLAS 02CD＞ 

 

「ミラクルズ」 (ロン・セクスミス) 

(2 分 36 秒) 

＜YAMAHA MUSIC YMCP-10002＞ 

 

 



「シークレット・ラヴ」 (ブラッド・メルドー) 

(7 分 14 秒) 

＜NONESUCH 520275-2＞ 


