
世界の快適音楽セレクション

2011 年 7 月 30 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 映画の音楽 － 

 

「脇役であるとも知らずに」 (ゴンチチ) 

(3 分 24 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1058＞ 

 

「トリスチ」 (シビル・シェパード) 

(3 分 34 秒) 

＜LES DISQUES DU CREPUSCULE TWI470＞ 

 

「ベル・エポック」 (黒木千波留) 

(3 分 41 秒) 

＜RAMBLING REC. RBCP-2498＞ 

 

「オールド・フォークス」 (エリック・クロス) 

(5 分 50 秒) 

＜PRESTIGE PRCD-24268-2＞ 

 

「カモン・アイリーン」 (ヌーヴェル・ヴァーグ) 

(2 分 59 秒) 

＜COOL POOL LTD. ALNCD17＞ 

 

「ランジャニ」 (T・K・ラマムーシ) 

(2 分 59 秒) 

＜rem rec. EM1091＞ 

 

「シネマチック」 (オヴァル) 

(2 分 16 秒) 

＜HEADZ HEADZ143＞ 

 

「オールド・ウェイツ・キャロル」  

(ケイト&アン・マクギャリグル) 

(2 分 36 秒) 

＜NONESUCH 79925-2＞ 

 

「第一章:スパゲッティは『炒めうどん』ではない。  

～セレナータ・カブリ」(ナレーション:伊丹十三、高梨木聖、 

歌:アルマンダ・ロメオ、演奏:大野雄二とそのグループ) 

(8 分 14 秒) 



＜ULTRA-VYBE INC. CDSOL-1046＞ 

 

「ポルタ・ヂ・シネマ」 (ベベート・カスチーリョ) 

(2 分 37 秒) 

＜BISCOIT FINO DDCN-3004＞ 

 

「ハント・ウント・シュー」 (ヤー・ケーニヒ・ヤー) 

(2 分 33 秒) 

＜INDIGO 8676-2＞ 

 

「ワイドスクリーン」 (ルパート・ホルムズ) 

(3 分 38 秒) 

＜EPIC KE32864＞ 

 

「ヴァリディシマ」  

(ジョセリン・モンゴメリー、デヴィッド・リンチ) 

(5 分 07 秒) 

＜MAMMOTH REC. 354980183-2＞ 

 

「やくそく」 (ゴンチチ) 

(1 分 57 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02074＞ 

 

「トロピカリア(マリオ C2011 リミックス)」  

(ベック、セウ・ジョルジ) 

(3 分 23 秒) 

＜VICTOR VICP-64968＞ 

 

「オ・レオンジーニョ」 (カエターノ・ヴェローゾ) 

(3 分 06 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-4021＞ 

 

「オ・レオンジーニョ」 (ベイルート) 

(3 分 20 秒) 

＜VICTOR VICP-64969＞ 

 

「ア・ノイチ」 (マルセル・カメロ) 

(4 分 55 秒) 

＜UNIVERSAL 60252765832＞ 

 



「オイ・スパ・ケ・ヴィアハス」  

(ファナ・モリーナ、カサイ・オールスターズ) 

(2 分 55 秒) 

＜CRAMMED DISCS CRAM169CD1＞  



2011 年 7 月 23 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ キッチンの音楽 － 

 

「マダム Q と食卓」 (ゴンチチ) 

(4 分 31 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1059＞ 

 

「クッキング」 (スクリッティー・ポリッティー) 

(2 分 45 秒) 

＜NONESUCH 79966-2＞ 

 

「オレ台所が大好きさ」  

(“ひょっこりひょうたん島”サントラ、増山江威子) 

(1 分 55 秒) 

＜SONY MUSIC HOUSE MHCL246-7＞ 

 

「カモン・イン・マイ・キッチン」 (ロバート・ジョンソン) 

(2 分 50 秒) 

＜COLUMBIA/LEGACY 512573 2＞ 

 

「ヴィクトリア朝のキッチン・ガーデン から“春”“夏”」  

ポール・リード作曲 

(3 分 40 秒) 

(クラリネット)マイケル・コリンズ 

(ピアノ)マイケル・マクヘイル 

＜CHANDOS CHAN10637＞ 

 

「アーリー・モーニン・レイン」 (ピーター・ポール&マリー) 

(3 分 04 秒) 

＜WARNER WPCP-3877＞ 

 

「トレメンド・ルンボン」 (ジョー・キューバ) 

(2 分 48 秒) 

＜EMUSICA 773130402-2＞ 

 

「チューン・アップ、ホエン・ライツ・アー・ロウ」  

(マイルス・デイヴィス) 

(13 分 11 秒) 

＜PRESTIGE 0888072301573＞ 

 



「メアリーズ・キッチン」  

(オールド・クロウ・メディシン・ショウ) 

(2 分 41 秒) 

＜NETTWERK PRO. 067003081221＞ 

 

「ビトゥウィン・7 アンド 8」 (アンディー・グラント) 

(3 分 30 秒) 

＜XIII BIS REC. 189172＞ 

 

「月の法善寺横丁」 (石川さゆり) 

(3 分 52 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-00652＞ 

 

「スプーンフル」 (クロノス・カルテット) 

(4 分 29 秒) 

＜ELEKTRA NONESUCH 7559-79310-2＞ 

 

「ソウル・キッチン」 (ザ・ドアーズ) 

(3 分 30 秒) 

＜ELEKTRA/RHINO WPCR-12676＞ 

 

「ゴキブリ」 (アクセル・クリヒエール) 

(4 分 02 秒) 

＜los anos luz discos LAL082＞ 

 

「短めの昼食」 (ゴンチチ) 

(2 分 39 秒) 

＜So What? REC. ESCB2004＞ 

 

「マンテカ」 (ディジー・ガレスピー) 

(1 分 30 秒) 

＜Definitive Rec. DR2CD11138＞ 

 

「マンテカ」(アルトゥーロ・サンドバル、  

WDR ビッグ・バンド) 

(5 分 00 秒) 

＜CONNECTOR REC. 59886-2＞ 

 

 



「オレは探してるのさ」 (ラ・ペガティーナ) 

(2 分 39 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-8881＞ 

 

「ピケテ・デ・オホス」 (フェルナンド・オテロ) 

(2 分 24 秒) 

＜epsa music 1218-02＞ 

 

「ワン・ファイン・デイズ～我が素晴らしきジャズ人生」  

(上原昌栄) 

(2 分 30 秒) 

＜RESPECT REC. RES-193＞  



2011 年 7 月 16 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 日曜大工の音楽 － 

 

「楽しみな週末」 (ゴンチチ) 

(4 分 13 秒) 

＜ポニー・キャニオン PCCA-02230＞ 

 

「ザ・ハウス・カーペンター」 (ケリー・ジョー・フェルプス) 

(6 分 43 秒) 

＜RYKODISC RCD10476＞ 

 

「テーブル」 (レイチェル・ダッド) 

(3 分 52 秒) 

＜AECD 051D＞ 

 

「ロッキン・チェア」 (エド・タウンゼント) 

(3 分 49 秒) 

＜CAPITOL REC. CDP724383259229＞ 

 

「ヴィア・ヴェルデン・ゼーエン」 (フィンク) 

(3 分 32 秒) 

＜S REC. INDIGO8368-2＞ 

 

「ディー・アイ・ワイ」 (ピーター・ガブリエル) 

(2 分 34 秒) 

＜PERTER GABRIEL LTD. PGCDR2 180030000628＞ 

 

「ドント・ファック・アラウンド・ウィズ・ラヴ」  

(ホリー・ゴライトリー、セクストン・ミング) 

(2 分 23 秒) 

＜DAMAGED GOODS PCD-23443＞ 

 

「プリーズ・ミスター・ポストマン」 (ザ・カーペンターズ) 

(2 分 50 秒) 

＜A&M REC. POCM-1516＞ 

 

「アセンション」 (ブライト・アーチャー) 

(3 分 02 秒) 

＜Johanna Kunin＞ 

 



「群か星ゆんた」 (大工弘&ツンダラーズ) 

(3 分 22 秒) 

＜Victor VICG-60098＞ 

 

「ナイン・パウンド・ハンマー」 (エディ・ペニントン) 

(3 分 50 秒) 

＜Smithsonian Folkways Rec. SFWCD40146＞ 

 

「芸術だ(イエスリダ)」 (サイ) 

(4 分 40 秒) 

＜YG ENTERTAINMENT YG-1017-A＞ 

 

「イフ・アイ・ワー・ア・カーペンター」  

(ジョニー・キャッシュ、ジューン・カーター・キャッシュ) 

(2 分 59 秒) 

＜SONY MUSIC DIRECT MHCP1038＞ 

 

「ダニエルさんはペンキ塗り」 (ザ・たこさん) 

(5 分 03 秒) 

＜SHOUT!-RD REC. RDR-1045＞ 

 

「バンブー・チェアー」 (ゴンチチ) 

(4 分 14 秒) 

＜EPIC REC. ESCB1901＞ 

 

「ザ・ボトル」 (ギル・スコット・ヘロン) 

(2 分 40 秒) 

＜BEECHWOOD MUSIC CUTSCD47＞ 

 

「ザ・ボトル」 (メイザ・リーク) 

(3 分 00 秒) 

＜WARNER WPCV-10015＞ 

 

「本当かい?」 (キケ・シネシ) 

(4 分 05 秒) 

＜epsa music 0021-02＞ 

 

「桜島」 (どんでどん) 

(3 分 03 秒) 

＜Island Note ILN-1101＞ 



2011 年 7 月 9 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 豆の音楽 － 

 

「コーヒー・ブレーク・イン・ザ・バーン」  

(スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン) 

(4 分 04 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL18001＞ 

 

「南京豆売り」 (ザ・ピーナッツ) 

(3 分 04 秒) 

＜キングレコード KICS1508＞ 

 

「カミング・ホーム」 (バート・シーガー) 

(6 分 03 秒) 

＜INVISIBLE MUSIC IM-2044＞ 

 

「トレイン 45」 (ジム・アンド・ジェス) 

(2 分 37 秒) 

＜MCA REC.MCAD-8002＞ 

 

「“老いの過ち”から やれやれ青えんどうまめ」ロッシーニ作曲 

(3 分 45 秒) 

(ピアノ)ルチアーノ・スグリッチ 

＜REPERAGE 751301＞ 

 

「ピー・ヴァイン・ブルース」 (チャーリー・パットン) 

(3 分 05 秒) 

＜YAZOO YAZOO 2001＞ 

 

「ホイッツランドリード」 (スパリファンカル) 

(7 分 05 秒) 

＜OWHRWASCHL OW 028＞ 

 

「コーヒー豆は吟味して」 (ラウール・ギョウム) 

(3 分 23 秒) 

＜ボンバレコード BOM2037＞ 

 

「ビーンズ」 (ビーンズ・ハムボーン、エル・モロー) 

(2 分 53 秒) 

＜OLD HAT ENTERPRISES OLDHATCD-1005-1＞ 



「ピーズ・アンド・ライス・リトル・ナッソウ」  

(ブラインド・ブレイク) 

(2 分 49 秒) 

＜P-VINE PCD-2861＞ 

 

「ソリチュード」 (ハンナ・ピール) 

(4 分 26 秒) 

＜STATIC CARAVA VAN222＞ 

 

「箱根越ゆれば」 (豆太) 

(3 分 27 秒) 

＜キングレコード FK-0023＞ 

 

「コーヒー豆を挽く音」 (シリア砂漠のベドウィン) 

(2 分 24 秒) 

＜DECCA REC. POCL-4458＞ 

 

「イフ・ユー・ニュー」 (ニーナ・シモン) 

(3 分 21 秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-9396＞ 

 

「紅豆」 (テレサ・テン) 

(2 分 38 秒) 

＜東芝 EMI TACL-2362＞ 

 

「スポッテド・ピント・ビーンズ」 (ザ・レジデンツ) 

(5 分 28 秒) 

＜ボンバレコード BOM22010＞ 

 

「畑ぬ打豆」 (ネーネーズ) 

(3 分 02 秒) 

＜KI/OON SONY KSC2 123＞ 

 

「種明かし」 (ゴンチチ) 

(3 分 34 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1016＞ 

 

「マイ・ウェイ」 (タイニー・ティム) 

(3 分 35 秒) 

＜ZERO COMMUNICATIONS TTCH12061＞ 



「ろうきょく炭坑節」 (芙蓉軒麗花) 

(2 分 58 秒) 

＜メタ・カンパニー MR-1002＞  



2011 年 7 月 2 日（土）ＤＪ：ゴンチチ 

－ 星の音楽 － 

 

「アンサートゥン・ナイト」 (ゴンチチ) 

(4 分 19 秒) 

＜SO WHAT? REC. ESCB2004＞ 

 

「導く星」 (クアルテート・エン・シー) 

(2 分 22 秒) 

＜BOMBA REC. BOM517＞ 

 

「ジャーニー・アマング・ザ・スターズ」 (サン・ラー) 

(5 分 11 秒) 

＜P-VINE PCD22034＞ 

 

「スター・クロスド・ラバーズ、ジャンプ・フォー・ジョイ」  

(トミー・フラナガン・トリオ) 

(7 分 15 秒) 

＜PABLO LIVE. UCCO-9734＞ 

 

「歌劇“タンホイザー”から 優しい夕星よ」 ワーグナー作曲 

(5 分 57 秒) 

(バリトン)ブリン・ターフェル 

(管弦楽)メトロポリタン歌劇場管弦楽団 

(指揮)ジェームズ・レヴァイン 

＜POLYDOR POCG-1964＞ 

 

「ワンダリン・スター」 (エヌ・アール・ビー・キュー) 

(3 分 12 秒) 

＜TYO MUSIC YDCD-0077＞ 

 

「クララ」 (オルロフ・アルナルズ) 

(2 分 29 秒) 

＜ONE LITTLE INDIAN TPLP1033CD＞ 

 

「銀河列車」 (サディスティック・ミカ・バンド) 

(4 分 05 秒) 

＜東芝 EMI TOCT-11161＞ 

 

  



「星影の浜辺」 (美空ひばり) 

(3 分 01 秒) 

＜コロムビア COCP-36172＞ 

 

「僕の星は東方の星」 (ジョルジ・ベン) 

(3 分 14 秒) 

＜BOMBA REC. BOM808＞ 

 

「ヴィヴァ・フレール」 (ヘルムート・フランケ) 

(2 分 56 秒) 

＜SELECTED SOUND STEREO102＞ 

 

「スター・コレクター」 (ザ・モンキーズ) 

(3 分 30 秒) 

＜RHINO R2 71793＞ 

 

「スター・オブ・ラブ」 (フォー・キングズ) 

(2 分 35 秒) 

＜STOMPER TIME REC. STCD26＞ 

 

「ハッピー・トゥゲザー」 (タートルズ) 

(2 分 54 秒) 

＜KING REC. TOP-1138＞ 

 

「悲しみのラッキースター」 (細野晴臣) 

(2 分 21 秒) 

＜VICTOR VICL-63777＞ 

 

「ソー・メニー・スターズ」 (ナタリー・コール) 

(5 分 10 秒) 

＜VERVE 34589774-2＞ 

 

「スターダスト」 (ウイリー・ネルソン) 

(3 分 54 秒) 

＜コロムビア CK35305＞ 

 

「星影の小径」 (ちあきなおみ) 

(2 分 57 秒) 

＜テイチクエンタテインメント TECE-32218＞ 

 



「グッドナイト・シティー」 (ゴンチチ) 

(4 分 35 秒) 

＜EPIC ESCL2552＞ 

 

「サニー」 (サム・ベイカー) 

(2 分 20 秒) 

＜SOUND STAGE 45-2601＞ 

 

「ジャングル」 (キャント・ストップ・トゥー・ブギー) 

(2 分 43 秒) 

＜P-VINE PCD-93397＞ 


