
2011 年 11 月 26 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 
 
－ 骨休めの音楽 － 

 

「ホリデー・ウォーク」 (ゴンチチ) 

(3 分 15 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01512＞ 

 

「ワーム・ヴァレリー」 (ザ・ヒース・ブラザーズ) 

(2 分 29 秒) 

＜ボンバレコード BOM520＞ 

 

「ヤシの木の下で」 (南佳孝) 

(3 分 57 秒) 

＜SONY SRCL1814＞ 

 

「レスポスタ・アオ・テンポ」 (ナナ・カイミ) 

(4 分 41 秒) 

＜CD DUPLO EMI 5099990849220＞ 

 

「組曲“動物の謝肉祭”から“白鳥”」 サン・サーンス作曲 

(3 分 05 秒) 

(チェロ)ヨーヨー・マ 

＜SONY MUSIC SRCR1521＞ 

 

「ウルフマザー」 (シド・マターズ) 

(3 分 11 秒) 

＜BECAUSE MUSIC BEC5772704＞ 

 

「ハッピー・アワー」 (オーネット・コールマン) 

(4 分 49 秒) 

＜CBS REC. RK44301＞ 

 

「フレッシュ・アズ・ア・スウィート・サンデー・モーニング」  

(バート・ヤンシュ) 

(3 分 57 秒) 

＜VIRGIN CASCDX1090＞ 

 

「ホリデー」 (ヴァンパイア・ウィークエンド) 

(2 分 18 秒) 

＜VAMPIRE WEEKEND XLCD429J＞ 



「ホリデー・フォー・パンズ」 (ジャコ・パストリアス) 

(3 分 06 秒) 

＜SOUND HILLS REC. SSCD-8116＞ 

 

「バミューダ・バギー・ライド」 (スタン・シーモア) 

(2 分 15 秒) 

＜EDMAR ELP1020＞ 

 

「チケット・トゥー・ザ・トロピックス」 (ザ・ココナッツ) 

(3 分 50 秒) 

＜EMI AMERICA ST17097＞ 

 

「アフターヌーン・ティー」 (キンクス) 

(3 分 28 秒) 

＜VICTOR VICP-5330＞ 

 

「ドン・アルフレッド」 (プエンテ・セレステ) 

(4 分 45 秒) 

＜MUSICAL ANTIATLAS MAF174＞ 

 

「アイル・ビー・ホーム」 (ランディ・ニューマン) 

(2 分 47 秒) 

＜WEA WPCP-4439＞ 

 

「トゥモロー・タイム」 (ジョン&ビヴァリー・マーティン) 

(3 分 50 秒) 

＜UNIVERSAL UICY-9684＞ 

 

「知らぬが仏」 (渡辺哲存) 

(3 分 50 秒) 

＜自主制作 DM-0105＞ 

 

「僕は一寸」 (細野晴臣) 

(3 分 52 秒) 

＜キングレコード KICS1138＞ 

 

「ハブ・ユアセルフ・ア・メリー・リトル・クリスマス」  

(ゴンチチ) 

(3 分 54 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 



「ノ・ヨ・ル」 (ジ・アンダンテズ) 

(2 分 06 秒) 

＜DOT REC.45-16495＞ 

 

「ボーイの季節」 (井筒香奈江) 

(3 分 57 秒) 

＜GUMBO REC.LB-005＞ 

  



2011 年 11 月 19 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 失恋の音楽 － 

 

「ラヴァーズ」 (ゴンチチ) 

(5 分 16 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「ラブ・ハーツ」 (ロイ・オービソン) 

(2 分 30 秒) 

＜SONY MUSIC CSCS5431＞ 

 

「ドント・テイク・ユア・ラヴ・ミー」 (ハダ・ブルックス) 

(3 分 14 秒) 

＜ACE REC. CDCHD453＞ 

 

「ハッピー・トレイル」 (大橋トリオ) 

(4 分 51 秒) 

＜PATCH WORKS LABEL PWSR-1018＞ 

 

「アイム・リーヴィング・イット・オール・アップ・  

トゥー・ユー」(フレディ・フェンダー) 

(2 分 38 秒) 

＜MCA REC. SC-9104＞ 

 

「歌曲集“詩人の恋”から わたしは嘆くまい」 シューマン作曲 

(1 分 33 秒) 

(バリトン)ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウ 

(ピアノ)クリストフ・エッシェンバッハ 

＜POLYDOR PCCG-1132＞ 

 

「ボーイ・ラ・ボーイ・ポコ・モ」  

(ボーイ・ラミネ・アンド・ヒズ・オーケストラ) 

(2 分 23 秒) 

＜ROUNDER 11661-1721-2＞ 

 

「どうだっていいわ」 (大門弓子) 

(3 分 16 秒) 

＜徳間ジャパン PCD-1514＞ 

 

「彼女にそう言って」 (ビルヒニア・ロペス) 



(3 分 04 秒) 

＜ボンバレコード BOM302＞ 

 

「悲しい午後」 (マイーザ) 

(3 分 11 秒) 

＜ボンバレコード BOM531＞ 

 

「うらぎり」 (ヘティ・クース・エンダン) 

(3 分 50 秒) 

＜ボンバレコード BOM2013＞ 

 

「ミヌエット・フォー・ア・チープ・ピアノ・ナンバー・トゥー」 

(ア・ウィングド・ヴィクトリー・フォー・ザ・サレン) 

(3 分 09 秒) 

＜KRANKY 157＞ 

 

「ユーヴ・ロスト・ザット・ラヴィン・フィーリン」  

(ナンシー・アンド・リー) 

(3 分 28 秒) 

＜REPRISE 6273＞ 

 

「トゥー・ハート・トゥー・クライ」  

(キャンディー・ステイトン) 

(3 分 00 秒) 

＜CAPITOL CDKEN2353＞ 

 

「暁」 森峰秀介・作詞、森峰秀介・作曲 

(3 分 58 秒) 

(アンコール・アワーズ) 

＜FIRESTARTER FIRE-1009＞ 

 

「ひとりのふたり」 天地茂・作詞、渡辺岳夫・作曲 

(3 分 19 秒) 

(天地茂) 

＜UNIVERSAL UPCY-6657＞ 

 

「涙は眼から出る」 (越路吹雪) 

(3 分 16 秒) 

＜日本コロムビア COCA-14203＞ 

 



「オール・アイ・シンク・アバウト・イズ・ユー」 (ニルソン) 

(4 分 04 秒) 

＜BMG BVCM-35128＞ 

 

「予感」 (ゴンチチ) 

(1 分 41 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-15001＞ 

 

「サクラ」 (ハリー・ベラフォンテ) 

(3 分 55 秒) 

＜VICTOR SHP5202＞ 

 

「ラプソディア」 (山本精一) 

(3 分 06 秒) 

＜P-VINE PCD-25137＞ 

  



2011 年 11 月 12 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ おいしそうな音楽 － 

 

「ココナッツ・バスケット」 (ゴンチチ) 

(4 分 15 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「アップルズ・ピーチズ・アンド・パンプキン・パイ」  

(ジェイ&ザ・テクニクス) 

(2 分 20 秒) 

＜PHILIPS 15PR-20＞ 

 

「おいしい水」 (アントニオ・カルロス・ジョビン) 

(2 分 50 秒) 

＜POLYGRAM POCJ-2459＞ 

 

「2 人でほんわかほ」 (ザザ・アヴェック・カフェマヌーシュ) 

(3 分 13 秒) 

＜自主制作 NO NUMBER＞ 

 

「アーセナル・アルニー・ヴィレッジ」(スヴェン・カシレック) 

(3 分 09 秒) 

＜PINGPUNG PINGIPUNG20＞ 

 

「おいしいバタパ」 (ガル・コスタ) 

(4 分 00 秒) 

＜日本フォノグラム FDX-335＞ 

 

「サヴォイ・トラッフル」 (ビートルズ) 

(2 分 34 秒) 

＜EMI CP25-5329，5330＞ 

 

「サヴォイ・トラッフル」 (エラ・フィッツジェラルド) 

(2 分 46 秒) 

＜WARNER MUSIC 5050466149626＞ 

 

「ワン・ウェイ・アウト」 (オールマン・ブラザーズ・バンド) 

(4 分 58 秒) 

＜WARNER BROS.P-5048＞ 

 



「ドンキー・ブレイ」 (ロード・フリー) 

(2 分 16 秒) 

＜FREMEAUX&ASSOCIES FA5275＞ 

 

「ソーダ・ポップ」 (G・ラヴ&スペシャル・ソース) 

(3 分 50 秒) 

＜EPIC/SONY ESCA6288＞ 

 

「プラット・フェイト」 (トニーニョ・オルタ) 

(6 分 24 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-67175＞ 

 

「素晴らしき幻想(南京豆売り)」 (サブー) 

(4 分 39 秒) 

＜BLUE NOTE BLP1561＞ 

 

「短めの昼食」 (ゴンチチ) 

(2 分 36 秒) 

＜SO WHAT? ESCB2004＞ 

 

「ロンリー・ウーマン」 (オーネット・コールマン) 

(4 分 58 秒) 

＜SME REC.SRCS9645＞ 

 

「ロンリー・ウーマン」  

(ブラッド・メルドー、ケヴィン・ヘイズ) 

(6 分 29 秒) 

＜NONESUCH 7559796449＞ 

 

「フィーリング・フォー・ザ・ウォール」  

(ミシェル・ンデゲオチェロ) 

(3 分 28 秒) 

＜プランクトン VIVO-110＞ 

 

「ドント・テイク・マイ・カインドネス・フォー・ウィークネス」 

(ミシェル・ンデゲオチェロ) 

(3 分 03 秒) 

＜プランクトン VIVO-110＞ 

 

「ヘヴンズ・エスケープ」 (ジョー・ヘンリー) 



(3 分 47 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN EICP-1478＞ 

  



2011 年 11 月 5 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 詩と小説の音楽 － 

 

「豚と卵」 (ゴンチチ) 

(5 分 06 秒) 

＜ポニーキャキオン PCCA-02102＞ 

 

「詩人の魂」 (シャルル・トレネ) 

(2 分 42 秒) 

＜EMI EOS-40058＞ 

 

「ロス・ニーニョス・エスクリベン・ポエマス・エン・ティラス・ 

デ・パペル・ロッホ」(フェデリコ・ドランド) 

(5 分 01 秒) 

＜OWN REC. #56＞ 

 

「アイ・ニード・ア・マン」 (ウィルモス・フーディニ) 

(3 分 20 秒) 

＜ARHOO LIE FOLKLYRIC CD7010＞ 

 

「ポエム」 (ブッゲ・ヴェッセルトフト) 

(6 分 52 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-1015＞ 

 

「ドロップ」 (ソフト・マシーン) 

(7 分 42 秒) 

＜SONY MUSIC MHCP425＞ 

 

「アム・アイ・ブルー」 (ソニー・スティット) 

(2 分 57 秒) 

＜EMI MUSIC TOCJ-50147＞ 

 

「ザ・ワードローブ・マスター・オブ・パラダイス」  

(キップ・ハンラハン) 

(5 分 38 秒) 

＜ewe EWSAC1006＞ 

 

「そして、それが風であることを知った」 武満徹・作曲 

(12 分 55 秒) 

(フルート)ロバート・エイトケン 



(アンサンブル)ニュー・ミュージック・コンサーツ・  

アンサンブル 

＜NAXOS 8.555859J＞ 

 

「69」 (高田渡) 

(2 分 25 秒) 

＜KING REC. KICS8818＞ 

 

「種明かし」 (ゴンチチ) 

(3 分 35 秒) 

＜CBS/SONY ESCB1061＞ 

 

「ボディ・アンド・ソウル」  

(トニー・ベネット、エイミー・ワインハウス) 

(3 分 20 秒) 

＜SONY SICP3256＞ 

 

「アート・オブ・オールモスト」 (ウィルコ) 

(7 分 13 秒) 

＜SONY EICP1476＞ 

 

「ヴェルメーニョ」 (セシリア・サバラ) 

(3 分 10 秒) 

＜ceciliazabala＞ 

 


