
2011 年 10 月 29 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 
 
 
－ 万国ジミー祭 － 

 

「ジミーズ・オールド・シューズ」 (ゴンチチ) 

(1 分 40 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「ビーナス・イン・ブルージンズ」 (ジミー・クラントン) 

(2 分 20 秒) 

＜ERIC REC.11528＞ 

 

「ハード・グラインド」 (ワイルド・ジミー・スプルイル) 

(2 分 55 秒) 

＜NIGHT TRAIN INTERNATIONAL NTICD7150＞ 

 

「サギ師ジョニーとヤクザのジミー」 (シン・リジー) 

(3 分 40 秒) 

＜MERCURY REC.UICY-9233＞ 

 

「ジミー・ジミー」 (マドンナ) 

(3 分 55 秒) 

＜PIONEER 32XD449＞ 

 

「スワノー・マウンテン」 (ロスコー・ホーコム) 

(3 分 14 秒) 

＜SMITHSONIAN FOLKWAYS REC. SFWCD40144＞ 

 

「ハーダー・ゼイ・カム」 (ジミー・クリフ) 

(3 分 39 秒) 

＜ISLAND REC. RRCD61/586158＞ 

 

「映画“エデンの東”メインタイトル」  

レナード・ローゼンマン作曲 

(1 分 59 秒) 

(管弦楽)ザ・ロンドン・シンフォニエッタ 

(指揮)ジョン・アダムス 

＜NONESUCH FILM SERIES 7559-79402-2＞ 

 

 



「レッツ・ゲット・ロスト」  

(テレンス・ブランチャード、ダイアナ・クラール) 

(5 分 11 秒) 

＜SONY MUSIC SK89607＞ 

 

「バレエ音楽“ペトルーシカ”からの 3 楽章から ロシアの踊り」 

ストラヴィンスキー作曲 

(2 分 30 秒) 

(ピアノ)ユジャ・ワン 

＜UNIVERSAL UCCG-1501＞ 

 

「アップ・アップ&アウェイ(ビートでジャンプ)」  

(マイケル・ファインスタイン) 

(4 分 15 秒) 

＜CONCORD REC.CCD.2203-2＞ 

 

「オール・ザ・ウェイ」 (スティーヴ・タイレル) 

(3 分 39 秒) 

＜HOLLYWOOD 2061-62550-2＞ 

 

「ベイビー・イッツ・コールド・アウトサイド」  

(ジミー・スミス、ウェス・モンゴメリー) 

(5 分 59 秒) 

＜POLYDOR POCJ-2481＞ 

 

「新聞売りのジミー少年」 (トミー藤山) 

(2 分 44 秒) 

＜COLUMBIA COCA-11784＞ 

 

「メルティング・モンクス」 (ゴンチチ) 

(3 分 07 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「我が悲しみの夜」 (カルロス・ガルデル) 

(3 分 20 秒) 

＜東芝 EMI SC3140＞ 

 

「我が悲しみの夜」 (ロサリオ・ラ・トレメンディータ) 

(4 分 41 秒) 

＜WORLD VILLAGE 498038＞ 



「ニナ・プティット・ワルツ(東京と沖縄の空の間に)」  

(ダニエル・コラン) 

(2 分 45 秒) 

＜リスペクト RES-198＞ 

 

「恋のやまい」 (バイヤヴワ、ラルフ・タマール) 

(2 分 18 秒) 

＜オルターポップ FCPCD-6324＞ 

 

「ソフトリー・アズ・イン・ア・モーニング・サンライズ」  

(リヒア・ピロ、フアン・クルース・デ・ウルキサ) 

(6 分 10 秒) 

＜アオラコーポレーション JZSCD-6012＞ 

  



2011 年 10 月 22 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 本屋さんの音楽 － 

 

「コーヒー・オア・ティー?」 (ゴンチチ) 

(2 分 05 秒) 

＜EPIC ESCL-3738＞ 

 

「ア・ウォール・オブ・ブックス」 (アールカ) 

(3 分 22 秒) 

＜NOVEL SOUNDS UNS-023＞ 

 

「ゴタス」 (モノ・フォンタナ) 

(4 分 17 秒) 

＜INTOXICATE INTD-1014＞ 

 

「ハウ・ロング・ハズ・ビーン・ゴーイング・オン?」  

(オードリー・ヘップバーン) 

(5 分 05 秒) 

＜VERVE 314531231-2＞ 

 

「アイ・クッド・ライト・ア・ブック」  

(ハリー・コニック・ジュニア) 

(2 分 28 秒) 

＜SONY MUSIC SRCS5910＞ 

 

「ユー・アー・ノット・ザ・カインド」  

(ベニー・ゴルソン&ザ・フィラデルフィアンズ) 

(4 分 21 秒) 

＜EMI MUSIC TOCJ-50125＞ 

 

「アリストテレス通り」 (ハリス・アレクシウ) 

(3 分 44 秒) 

＜RESISTENCIA RESCD183＞ 

 

「エニシング・アット・オール」 (キャロル・キング) 

(3 分 03 秒) 

＜WARNER SUNSET/ATLANTIC 7567-83153-2＞ 

 

 



「交響曲 第 101 番 ニ長調“時計”から 第 2 楽章の一部」  

ハイドン作曲 

(4 分 30 秒) 

(管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 

(指揮)ニコラウス・アルノンクール 

＜TELDEC 2292-43675-2＞ 

 

「ザ・スポーティング・バチェラーズ」 (ビュエル・ケイジー) 

(2 分 44 秒) 

＜BACM CDD214＞ 

 

「神保町夕間暮れ」 (サルガヴォ) 

(5 分 29 秒) 

＜INTOXICATE INTD-1015＞ 

 

「ザ・ブック」 (アンナ・フォン・ハウスヴォルフ) 

(9 分 45 秒) 

＜KNING DISK KD076＞ 

 

「サーチング」 (ハンネ・ヒュッケルバーグ) 

(3 分 03 秒) 

＜NETTWERK 067003072922＞ 

 

「クローズド・ブック」 (ゴンチチ) 

(6 分 28 秒) 

＜EPIC ESCB1901＞ 

 

「黄昏のビギン」 (森村献、志村享子) 

(4 分 11 秒) 

＜UNO MUSIC UNOCD-008＞ 

 

「うたや…」 (大城美佐子、堀内加奈子) 

(5 分 02 秒) 

＜RESPECT RES-194＞ 

 

  



2011 年 10 月 15 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ とんだりはねたりの音楽 － 

 

「ピン・ポン・ソング」 (ゴンチチ) 

(4 分 03 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「ホップ・スキップ&ジャンプ」 (ロイ・ミルトン) 

(2 分 35 秒) 

＜P-VINE PCD-1919＞ 

 

「チキン・スタッフ」 (ホップ・ウィルソン) 

(1 分 59 秒) 

＜ACE REC. CDCHD240＞ 

 

「フロッギー・デイ」 (高柳昌行セカンド・コンセプト) 

(5 分 35 秒) 

＜THREE BLIND MICE TBM-XR-5018＞ 

 

「25 のノルウェーの民謡と踊りから 飛び跳ねる踊り」  

グリーグ作曲 

(2 分 25 秒) 

(リコーダー)ミカラ・ペトリ 

(ギター)ラルス・ハンニバル 

＜BMG ファンハウス BVCC-37290＞ 

 

「ジャンプ・ステディ・ブルース」 (パイントップ・スミス) 

(3 分 20 秒) 

＜ビクターエンタテイメント MVCE24058＞ 

 

「ドランカーズ・ローン・チャイルド」 (ドック・ボッグス) 

(3 分 22 秒) 

＜SMITHSONIAN FOLKWAYS REC. SFW40108＞ 

 

「うさぎのダンス」 (平井英子) 

(2 分 22 秒) 

＜VICTOR VICG60536，60537＞ 

 

 



「アテテ」 (サー・ヴィクター・ウワイフォ) 

(3 分 53 秒) 

＜SOUNDWAY REC.SNDWCD012＞ 

 

「三跳び踊り」 (サローマ) 

(2 分 50 秒) 

＜SOUP REC.TW1CD＞ 

 

「盛りあがろうよ」 (ビノミオ・デ・オロ) 

(4 分 23 秒) 

＜BOM2051 BOM2051＞ 

 

「ローラ」 (菊池雅章) 

(14 分 07 秒) 

＜P.J.L. MTCJ-3004＞ 

 

「リンドバーグ・ホップ」 (メンフィス・ジャグ・バンド) 

(2 分 48 秒) 

＜BLUE INTERACTIONS R-9960228＞ 

 

「ザ・ジャンパー」 (アップ・セッターズ) 

(3 分 30 秒) 

＜TROJAN REC.CDTAL903＞ 

 

「雨上がり」 (小川美潮) 

(4 分 08 秒) 

＜AGOGA AGOGA-002＞ 

 

「今日を越えて」 (岡林信康) 

(4 分 30 秒) 

＜BEL AIR MUSIC TGCS-5080＞ 

 

「テイラー・メイド」 (ゴンチチ) 

(1 分 46 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「ベンゴ・ア・デシルテ」 (スティーヴ・ジョーダン) 

(3 分 00 秒) 

＜HACIENDA SC-192＞ 

 



「ムォル・クロッケ・ノルレ」 (チャン・ギハと顔たち) 

(2 分 20 秒) 

＜CONTRAREDE CTRD050＞ 

  



2011 年 10 月 8 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 天国と地獄の音楽 － 

 

「雨雲の上で」 (ゴンチチ) 

(3 分 57 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

 

「トップ・タイトル」 (映画“天国と地獄”サウンドトラック) 

(2 分 15 秒) 

＜東宝レコード KX-1001＞ 

 

「マイ・ブルー・ヘブン」 (ベニー・カーター) 

(3 分 18 秒) 

＜CONTEMPORARY OJCCD339-2＞ 

 

「地獄が怖いなら」 (ニコル・ルーヴィエ) 

(2 分 10 秒) 

＜I.L.D. ILD642263＞ 

 

「ザ・ヘブンリー・トレイン」 (ビル・カーライズル) 

(2 分 19 秒) 

＜TRIKONT US-0267＞ 

 

「地獄行きの急行列車パート 2」 (A.W.ニックス牧師) 

(3 分 00 秒) 

＜MCA REC. MVCE-24003＞ 

 

「ハウス・カーペンター」 (クラレンス・トム・アシュレイ) 

(3 分 56 秒) 

＜VANGUARD SR-183＞ 

 

「地獄の恋人」 (藤木孝) 

(1 分 22 秒) 

＜小学館 STZ26＞ 

 

「アイ・ヘイト・ヘブン」 (ザ・レジデンツ) 

(2 分 50 秒) 

＜ボンバレコード BOM22081＞ 

 

 



「地獄の接吻」 (鳴海日出夫) 

(2 分 52 秒) 

＜日本コロムビア COCP-30076＞ 

 

「ヘブン」 (トーキング・ヘンズ) 

(3 分 41 秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCP-53887＞ 

 

「地獄のトレイン」 (イヴェット・オルネ) 

(2 分 04 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-7346＞ 

 

「振り向きショラオン」 (コーコーヤ) 

(2 分 12 秒) 

＜HAPPINESS REC.XQJT-1002＞ 

 

「喜歌劇“天国と地獄”から序曲」 オッフェンバック作曲 

(4 分 47 秒) 

(管弦楽)東京フィルハーモニー交響楽団 

(指揮者)高関健 

＜UNIVERSAL POCC-4026＞ 

 

「アジャパー天国」 (泉友子、伴淳三郎) 

(3 分 03 秒) 

＜コロムビア COCP-36584＞ 

 

「ウートートー」 (地獄車 with 伊是名尚円太鼓) 

(2 分 20 秒) 

＜HOWLING BULL HWCA-1074＞ 

 

「仔犬のラメント」 (笑福亭仁鶴) 

(3 分 47 秒) 

＜テイチクレコード A-46＞ 

 

「ヘルズ・ベルズ」 (AC/DC) 

(5 分 09 秒) 

＜EPIC EK80207＞ 

 

 

 



「天国への最後の階段」 (加藤崇之) 

(5 分 00 秒) 

＜キタカラレコード K-14＞ 

 

「睡蓮」 (ゴンチチ) 

(3 分 15 秒) 

＜So What? Rec. ESCB2004＞ 

 

「君恋し」 (エルフィ・スカエシ) 

(4 分 44 秒) 

＜SONY SRCL2371＞ 

 

「さようなら世界夫人よ」 (あがた森魚) 

(2 分 55 秒) 

＜Qpola Purple Hz QPHZ002＞ 

 

  



2011 年 10 月 1 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 喫茶店の音楽 － 

 

「ティー・アンド・ケイク」 (ゴンチチ) 

(3 分 07 秒) 

＜EPIC/SONY ESBC1309＞ 

 

「ティー・フォー・トゥー」 (ニック・デカロ) 

(3 分 56 秒) 

＜MCA MVCM-21036＞ 

 

「ランベルマイユ コーヒー店」 (オクノ修) 

(1 分 34 秒) 

＜COOLSTAR MUSIC FRCD-2001＞ 

 

「マイナー・マーチ」  

(ジョージ・ウォーリントン・クインテット) 

(6 分 45 秒) 

＜VICTOR VICJ2049＞ 

 

「ウォーター・ライジング」 (パズル・ミューテソン) 

(3 分 33 秒) 

＜BEDROOM COMMUNITY HVALUR11CD＞ 

 

「学生街の喫茶店」 (ショコラ&アキト) 

(4 分 52 秒) 

＜GRAND GALLERY JAPAN GRGAJ-0006＞ 

 

「ダフネ」 (ジャンゴ・ラインハルト) 

(4 分 26 秒) 

＜BMG ファンハウス BVCJ-31032＞ 

 

「アイ・フォール・イン・ラヴ・トゥー・イージリー」  

(ジョニー・ハートマン) 

(2 分 24 秒) 

＜日本コロムビア COJY-9130＞ 

 

「夏の日の恋」 (高中正義) 

(4 分 12 秒) 

＜LAGOON REC. LAG0012＞ 



「夕暮れ」 (ランプ) 

(5 分 32 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-16001＞ 

 

「スワンナノア・トンネル」  

(バスコム・ラマー・ランスフォード) 

(3 分 37 秒) 

＜SMITHSONIAN FOLKWAYS SFCD40082＞ 

 

「スウィートハート」 (マリア・マルダー) 

(3 分 06 秒) 

＜REPRISE REC. P8522R＞ 

 

「鳥の歌」 民謡、パブロ・カザルス編曲 

(2 分 29 秒) 

(チェロ)パブロ・カザルス 

＜CBS 61765＞ 

 

「ブラック・コーヒー」 (シニード・オコナー) 

(3 分 21 秒) 

＜CHRYSALIS CHEN26-1＞ 

 

「リトル・カフェ」 (ゴンチチ) 

(3 分 07 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「チェルシー・ホテル」 (レナード・コーエン) 

(3 分 32 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP2871＞ 

 

「ア・ドイダ」 (セウ・ジョルジ) 

(3 分 05 秒) 

＜CAFUNE 60252775092＞ 

 

「ジャポネーザ」 (セウ・ジョルジ) 

(3 分 54 秒) 

＜CAFUNE 60252775092＞ 

 

「キャンドルズ・ファイア」 (ベイルート)(3 分 19 秒) 

＜コントラリード CTRD048＞ 


