
世界の快適音楽セレクション

2011 年 8 月 20 日（土） 

ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q、湯浅学、渡辺亨、桑野聖カルテット  
 
－ ２０１１夏休みスペシャル － 

 

「恵みの夏」 (ゴンチチ) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

「リリース・ミー」 (マントヴァーニ楽団) 

(2 分 42 秒) 

＜DECCA UICY-1568＞ 

 

「ザ・ミッド・ナイト・サン・ウィル・ネヴァー・セット」  

(エリック・アレキサンダー・カルテット) 

(5 分 57 秒) 

＜VENUS REC. TVCV35335＞ 

 

「ルクミ」 (ジョー・クラウゼル) 

(6 分 24 秒) 

＜FANIA 08004-2＞ 

 

「バアラ」 (アマドゥ&マリアム) 

(3 分 01 秒) 

＜P-VINE PCD-17403/20＞ 

 

「アクティヴィティーズ・フォー・オーケストラ の一部」  

(ジョン・ケージ) 

(1 分 53 秒) 

＜NEW WORLD REC. 807122＞ 

 

「ヴァルス」 (ゴンチチ) 

(3 分 21 秒) 

「UPC」 (ゴンチチ) 

(4 分 53 秒) 

「楽しみな週末」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(4 分 13 秒) 

「ピルエット」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(3 分 27 秒) 

「ビューティフル・デイズ」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(2 分 11 秒) 

「17 才」 (南沙織) 

(2 分 47 秒) 



＜SONY MUSIC SRCL4801，4802＞ 

 

「マーティン・デニー」 (クリスチャン・マークレイ) 

(2 分 50 秒) 

＜NO MAN’S LAND NM18816＞ 

 

「ライク・ア・ローリング・ストーン・レゲエ」  

(ロスト・グリンゴス) 

(5 分 00 秒) 

＜Ata Tak LC8372＞ 

 

「QED」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(3 分 51 秒) 

「ターバンシェル・ポルカ」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(3 分 06 秒) 

「誰も知らない」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(2 分 47 秒) 

「小さな青い星」 (ゴンチチ) 

(2 分 14 秒) 

「夕海月」 (ゴンチチ) 

(2 分 40 秒) 

「ナナキ」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(4 分 35 秒) 

「ライト・サイド・オブ・ソロウ」  

(ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(4 分 35 秒) 

「アコースティック・イール」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(3 分 22 秒) 

「バース・オブ・サイ」 (ゴンチチ、桑野聖カルテット) 

(3 分 04 秒) 

「サントロペ・ブルース」 (マリー・ラフォーレ) 

(2 分 23 秒) 

＜MAGIC REC. 177942＞ 

 

「ユー・キャン・テル・ア・ガイ・バイ・ヒズ・アンガー」  

(キップ・ハンラハン) 

(6 分 04 秒) 

＜american clave AMCL1027＞ 

 

 



「サマー・ラヴァー」 (ミア・ドイ・トッド) 

(4 分 27 秒) 

＜CITY ZEN REC. CTZ005＞ 

 

「♯7」 (井上智恵) 

(1 分 32 秒) 

＜compare note CN-0028＞ 

 

「ラーガ・シュダ・カルヤン」 (カウシキ・チャクラバルティ) 

(4 分 13 秒) 

＜Living Media India CD-A03131＞ 

 

「明日はきっと」 (ゴンチチ) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

  



2011 年 8 月 13 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 氷の音楽－（２） － 

 

「氷と水のワルツ」 (ゴンチチ) 

(2 分 41 秒) 

＜EPIC ESCL-3738＞ 

 

「氷屋」 (メンフィス・ミニー) 

(2 分 58 秒) 

＜SONY SRCS5507＞ 

 

「マネー・メイド」 (AC/DC) 

(4 分 15 秒) 

＜SONY SICP2055＞ 

 

「フリーズ・フレイム」 (ゴドレイ&クレム) 

(4 分 47 秒) 

＜EDSEL REC. MEDCD745＞ 

 

「交響詩“北氷洋”から 第 1 楽章の一部」 ニストレム作曲 

(3 分 15 秒) 

(管弦楽)マルメ交響楽団 

(指揮)パーヴォ・ヤルヴィ 

＜キングレコード KKCC-2177＞ 

 

「テレビ映画“冬の華”主題歌 氷の華」 (藍川由美) 

(3 分 13 秒) 

＜CAMERATA 30CM-485＞ 

 

「リグハラ」 (ジル・ジララ) 

(5 分 04 秒) 

＜ATLAS BELGIUM/FASSIPHONE  

CDFPAM050＞ 

 

「樹氷」 (佐久間順平) 

(2 分 37 秒) 

＜BELLWOOD REC. BZCS9026＞ 

 

 

 



「溶けない氷」 (アンディ・ラウ) 

(4 分 07 秒) 

＜DENON COCA-13985＞ 

 

「氷河のノクターン」 ソルケット・セグルビョルンソン作曲 

(4 分 06 秒) 

(管弦楽)アイスランド交響楽団 

(指揮)ウラディーミル・アシュケナージ 

＜OCTAVIA OVCL-00130＞ 

 

「ザ・ライド」 (アントニオニアン) 

(2 分 58 秒) 

＜ANTICON REC. ABR0112＞ 

 

「ペンギン踊り」 (照菊、春日八郎) 

(3 分 35 秒) 

＜キングレコード C-1335＞ 

 

「アイシー・ブルー・ハート」 (ジョン・ハイアット) 

(4 分 34 秒) 

＜A&M REC. D25Y 3255＞ 

 

「イヌイットの氷の家“イグルー”の話」 (アダミ爺さん) 

(1 分 41 秒) 

＜キングレコード KICW85190＞ 

 

「スノー・クイーン」 (アソシエイション) 

(2 分 56 秒) 

＜SONY MHCP984＞ 

 

「ア・マウンテン・オブ・アイス」 (ヘリオス) 

(4 分 25 秒) 

＜TYPE REC. TYPE042＞ 

 

「どじょっこふなっこ」 (森繁久爾) 

(2 分 28 秒) 

＜コロムビア COCA-10331＞ 

 

 



「コールド・コールド・ハート」 (ルシンダ・ウィリアムズ) 

(5 分 04 秒) 

＜LOST HIGHWAY REC. UICM-1016＞ 

 

「夕暮れの入口」 (ゴンチチ) 

(1 分 12 秒) 

＜EPIC＞ 

 

「女はつらいよ」 (二階堂和美) 

(4 分 58 秒) 

＜P-VINE PCD-18654＞ 

 

「変わらないもの」 (小野一穂) 

(3 分 48 秒) 

＜KOTOBA-REC. KR-001＞ 

  



2011 年 8 月 6 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 涼しげな音楽 － 

 

「ウォーター・フォール」 (ゴンチチ) 

(2 分 59 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1061＞ 

 

「プール・オブ・ラヴ」 (レス・バクスター楽団) 

(2 分 08 秒) 

＜CAPITOL CDP724383702725＞ 

 

「ワンダー・ジャック・ワンダー」 (ハイ・ラマズ) 

(3 分 40 秒) 

＜P-VINE PCD-93395＞ 

 

「ワッラーヒ・マドリート」 (カメール・エル・ハラシ) 

(7 分 17 秒) 

＜TURN AGAIN MUSIC TAM09/001＞ 

 

「ゴット・ザ・フィーリング」 (秋山一将) 

(3 分 46 秒) 

＜VICTOR FLD10010＞ 

 

「ナイマ」 (ニコラ・スティロ、トニーニョ・オルタ) 

(5 分 41 秒) 

＜ADVENTURE MUSIC AM1020 2＞ 

 

「勇気あるもの」 (吉永小百合、トニーズ) 

(3 分 22 秒) 

＜VICTOR VAL-11＞ 

 

「クレド」 (トーレ・ブルンボルグ) 

(6 分 57 秒) 

＜VOSSA JAZZ REC. VJ03006-2＞ 

 

「カヴェルナ・マジカ」(アンドレアス・フォーレンヴァイダー) 

(3 分 53 秒) 

＜VERA BRA REC. 25 8P-5232＞ 

 

 



「リオデジャネイロ」 (スティーヴ・ローレンス) 

(2 分 15 秒) 

＜CBS SONY 32DP 790＞ 

 

「ヴェンタニア」 (タチアナ・パーハ) 

(アンドレス・ベエウサエルト) 

(3 分 18 秒) 

＜CELESTE.CO.LTD. CMYK-6303＞ 

 

「ザ・ベンズ」 (ミスター・バングル) 

(8 分 17 秒) 

＜WARNER 945963-2＞ 

 

「あの夏の少女たち」 (ゴンチチ) 

(2 分 43 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 

 

「ポル・ケ」 (エドゥアルド・マテオ) 

(4 分 17 秒) 

＜LION PRODUCTIONS LION613＞ 

 

「シネ・プリヴェ」 (ドメニコ) 

(3 分 41 秒) 

＜COQUEIRO VERDE 78989 43042699＞ 

 

「カヴァーズ」 (ザ・シー・アンド・ケイク) 

(5 分 05 秒) 

＜THRILL JOCKEY REC. THRILL278＞ 

 

「三月のうた」 (ショーロクラブ、おおたか静流) 

(3 分 57 秒) 

＜ソングエクス・ジャズ SONGX006＞ 

 




