
世界の快適音楽セレクション

2011 年 6 月 25 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 見上げる音楽 － 

 

「青天白日」 (ゴンチチ) 

(4 分 10 秒) 

＜ポニー・キャニオン PCCA-02230＞ 

 

「ヘイ・マンハッタン!」 (プリファブ・スプラウト) 

(4 分 46 秒) 

＜EPIC REC. ESCA7817，7818＞ 

 

「プリティー・アズ・ザ・ムーン」 (エディ・レイトン) 

(3 分 14 秒) 

＜MERCURY MG20377＞ 

 

「アイ・クドゥント・リヴ・ウィズアウト・ユア・ラヴ」  

(ペトゥラ・クラーク) 

(2 分 58 秒) 

＜KAZ REC. PDSCD529＞ 

 

「オレゴン」 (デロール・アダムス) 

(2 分 49 秒) 

＜WUNDER TUTE TUT72.175＞ 

 

「銀河特急」 (松崎しげる) 

(3 分 00 秒) 

＜VICTOR SV-6402＞ 

 

「アメリア」 (ロクサーナ・アメー) 

(6 分 27 秒) 

＜MUSIC FROM EMI 72438 7425408＞ 

 

「花火」 (中川イサト) 

(3 分 37 秒) 

＜CBS SONY CSCL1253＞ 

 

「プラカート」(アルベルト・マンゲルスドロフ・クインテット) 

(7 分 41 秒) 

＜NEKTAR 68.861＞ 

 



「ドリーム・ラヴ」 (グラディ・テイト・シングス) 

(5 分 32 秒) 

＜VILLAGE REC. VRJL-7002＞ 

 

「ジェリンゴンサ」 (ヒカルド・テテ) 

(4 分 27 秒) 

＜O+ MUSIC OP114＞ 

 

「キープ・ユア・ヘッド・トゥ・ザ・スカイ」  

(アース・ウィンド&ファイアー) 

(5 分 10 秒) 

＜COLUMBIA AL32194＞ 

 

「虹」 (ゴンチチ) 

(2 分 10 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「セイム・ガール」 (ランディ・ニューマン) 

(2 分 46 秒) 

＜NONESUCH 525943-2＞ 

 

「ムーヴィング・ダウン・ザ・ライン」  

(ラファエル・サディーク) 

(4 分 25 秒) 

＜SONY MUSIC SICP-2787＞ 

 

「フロム・グレース」 (トーマス・ディブダール) 

(4 分 03 秒) 

＜DECCA 602527653730＞ 

 

「閉じた鍵」 (ジューサ) 

(5 分 52 秒) 

＜YAMAHA MUSIC&VIDEOS YMCP-10003＞  



2011 年 6 月 18 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 木製の音楽 － 

 

「ジューン・アンド・オーガスト」 (ゴンチチ) 

(3 分 04 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-0169＞ 

 

「エリ・イ・エラ」 (マルコス・ヴァーリ) 

(2 分 23 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-65814＞ 

 

「メロディ・オン・ウッド」 (ラーシュ・ダニエルソン) 

(5 分 47 秒) 

＜ACTMUSIC/VIDEOARTS VACG1006＞ 

 

「古い木馬」 (ピエール・バルー) 

(2 分 30 秒) 

＜日本コロムビア CY-4669＞ 

 

「ミグレーション」 (ポスト・フィータス) 

(4 分 30 秒) 

＜MU-NEST MNC006＞ 

 

「木の舟」 (ステファン・スティルス) 

(6 分 28 秒) 

＜ATLANTIC P10095＞ 

 

「ダイグェンに帰る」  

(グエン・タイン・タム、グエン・ホン・フック) 

(4 分 25 秒) 

＜キングレコード KICW1036＞ 

 

「トーテム・ポール」 (リー・モーガン) 

(10 分 11 秒) 

＜BLUE NOTE REC. 7243495332 26＞ 

 

「ベイビー・アイム・ゴーン・アゲイン」 (ボブ・ギブソン) 

(2 分 23 秒) 

＜COLLECTORS’ CHOICE CCM-228-2＞ 

 



「ノーウェジアン・ウッド」 (アンドレ・メーマリ) 

(2 分 13 秒) 

＜MCD MCD491＞ 

 

「モンキー・ヒップス・アンド・ライス」  

(ザ・ウドゥン・グラス、ビリー・ウッテン) 

(9 分 05 秒) 

＜P-VINE PCD-25129＞ 

 

「ぼのぼののテーマ」 (ゴンチチ) 

(2 分 20 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1420＞ 

 

「ユール・ネヴァー・ウォーク・アローン」  

(アレサ・フランクリン) 

(8 分 26 秒) 

＜ATLANTIC R2 75627＞ 

 

「ウィンター・ウィンド」 (グレッチェン・パーラト) 

(5 分 30 秒) 

＜obliqsound.Com 823889911324＞ 

 

「ある風景の中で」 (フランチェスコ・トリスターノ) 

(9 分 04 秒) 

＜UNIVERSAL UCCG-1537＞  



2011 年 6 月 11 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 象とキリンとネズミの音楽 － 

 

「エレファント・スウィング」 (ゴンチチ) 

(3 分 37 秒) 

＜EPIC/SONY ESBC1157＞ 

 

「ケンズ・ウィンド・インストゥルメント」  

(タイ・エレファント・オーケストラ) 

(2 分 45 秒) 

＜MULATTA REC. MU1004＞ 

 

「ルック・トゥ・ザ・スカイ」  

(アントニオ・カルロス・ジョビン) 

(2 分 16 秒) 

＜A&M REC. D32Y3805＞ 

 

「雨は毛布のように」 (キリンジ) 

(4 分 50 秒) 

＜WEA WPC-10138＞ 

 

「愚かな子ネズミの物語 作品 56 抜粋」  

(4 分 30 秒) 

(管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボー管弦楽団 

(指揮)リッカルド・シャイー 

＜POLYGRAM POCL-1874＞ 

 

「プリティー・ファー・アウト」 (ザ・ライムライターズ) 

(2 分 25 秒) 

＜BMG DRC1-1416/CCMO24-2＞ 

 

「アスク・ジ・エレファント!」  

(ヨーコ・オノ・プラスティック・オノ・バンド) 

(3 分 02 秒) 

＜P-VINE PVCP8259＞ 

 

「ベビー・エレファント・ウォーク」 (ヘンリー・マンシーニ) 

(2 分 41 秒) 

＜BMG 74321 910992＞ 

 



「ぞうさん」 (寺島由美) 

(1 分 10 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICG-41123＞ 

 

「ア・ジラフ・ハズ・サム・メランコリー」 (鈴木正人) 

(6 分 32 秒) 

＜intoxicate INTD-1010＞ 

 

「ザット・フェース」 (フランク・シナトラ・ジュニア) 

(2 分 24 秒) 

＜Rhino Ent. 8122-70017-2＞ 

 

「キリン」 (渡辺香津美) 

(2 分 39 秒) 

＜日本コロムビア COCA-12149＞ 

 

「ねずみと時計」 (藤本房子) 

(0 分 37 秒) 

＜東芝 EMI TOCT-9286＞ 

 

「城ヶ島の雨」 (島田祐子) 

(3 分 23 秒) 

＜SONY MUSIC FCCL4330＞ 

 

「ザ・マン・フー・プレイド・ゴッド」  

(デンジャー・マウス、スパークルホース、スザンヌ・ヴェガ) 

(3 分 10 秒) 

＜Parlophone 5099964227726＞ 

 

「キリンと月」 (溝口肇) 

(4 分 22 秒) 

＜CBS SONY 32DH350＞ 

 

「動物達集まる‐HILO」 (ゴンチチ) 

(2 分 23 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1420＞ 

 

「エル・マニセロ」 (ドン・アスピアス) 

(1 分 55 秒) 

 



「ザ・ピーナツ・ベンダー」 (ルイ・アームストロング) 

(3 分 33 秒) 

＜RHYTHM AND BLUES RANDB009＞ 

 

「エノケンの南京豆売り」 (榎本健一) 

(1 分 38 秒) 

＜UNIVERSAL UICZ-4080＞ 

 

「アカカ・フォールズ」 (レネ・パウロ) 

(2 分 59 秒) 

＜RESPECT RES-183＞ 

 

「ンジャレ」  

(ジャッキー・モラール・カルテット、フォン・ジャラ・トリオ) 

(2 分 18 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-8880＞ 

 

「俺はジゴロ」  

(タラフ・ドゥ・ハイドゥークス、コチャニ・オーケスター) 

(2 分 45 秒) 

＜プランクトン VIVO-379＞ 

  



2011 年 6 月 4 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 酸っぱい音楽・辛い音楽 － 

 

「ペッパー・ソング」 (ゴンチチ) 

(2 分 23 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「ホット・ソース・ソング」 (デル・レイ) 

(2 分 19 秒) 

＜HOBEMIAN REC. HBCD004＞ 

 

「ガンズ・ナイヴズ・レモンズ」 (プローエム) 

(5 分 10 秒) 

＜PROEM CATMD179＞ 

 

「レモンのキッス」 (ザ・ピーナッツ) 

(2 分 19 秒) 

＜ビクター・エンタテインメント VICL-61011＞ 

 

「ベムシャ・スウィング」 (スパイス) 

(4 分 56 秒) 

＜BMG VICTOR BVCP-744＞ 

 

「ダンシング・サンライト」  

(クリスティーヌ・ジャンセン・ジャズ・オーケストラ) 

(11 分 20 秒) 

＜JUSTIN TIME REC. JTR8559-2＞ 

 

「デッド・マン・ブルース」  

(ジェリー・ロール・モートンズ・レッド・ホット・ペッパーズ) 

(3 分 13 秒) 

＜SONY MUSIC CK61432＞ 

 

「一杯のコーヒーから」 (霧島昇、ミス・コロムビア) 

(2 分 53 秒) 

＜コロムビア COCA-71103＞ 

 

「野いちご」 伝統音楽 

(1 分 34 秒) 

(ハンドベル)和泉短期大学ハンドベル・クワイア 



(指揮)下田和男 

＜コロムビア CG-3774＞ 

 

「彼女は花のようだ」 (アレマイユ・エシェテ) 

(3 分 07 秒) 

＜BUDA MUSIQUE 860144＞ 

 

「500 マイル」 (ブラザース・フォア) 

(2 分 50 秒) 

＜SME REC. SRCS2347＞ 

 

「ドゥン・マロ・ドゥン・ミト・ジャエ・ガム」  

(アーシャー・ボースレー) 

(2 分 34 秒) 

＜ROUGH GUIDES/WORLD MUSIC NETRGNET1179CD＞ 

 

「アフタヌーン・イン・タイランド」 (トニーニョ・オルタ) 

(3 分 41 秒) 

＜POLYDOR POCP-1465＞ 

 

「ミーン・ミスター・マスタード」 (ザ・ビートルズ) 

(1 分 06 秒) 

＜APPLE REC. CDP7464462＞ 

 

「甘ずっぱい夜」 (スリー・キャッツ) 

(2 分 50 秒) 

＜コロムビア COCA-71145＞ 

 

「南方郵便船」 (ゴンチチ) 

(3 分 45 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「タクシー・ドライバーのテーマ」 (バーナード・ハーマン) 

(1 分 22 秒) 

＜TELSTAR TCD2740＞ 

 

「タクシー・ドライバー」 (テレンス・ブランチャード) 

(4 分 30 秒) 

＜SONY CLASSICAL SK60671＞ 

「チャイヤー・チャイヤー」  



(ザ・ボリウッド・ブラス・バンド、 ラファーカト・アリー・ハーン) 

(2 分 11 秒) 

＜ビーンズ・レコード BNSCD-550＞ 

 

「オ・ソレ・ミオ」 (ビゼオ・サンジュスト・カルテット) 

(2 分 49 秒) 

＜リスペクト・レコード RES-182＞ 

 

「オーロラ」 (アジムス) 

(2 分 20 秒) 

＜FOROUT REC. TACM-0028＞ 


