
2011 年 12 月 24 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 
 
 
－ 夢見る音楽 － 

 

「夢の比重」 (ゴンチチ) 

(3 分 24 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1059＞ 

 

「ドリーム」 (パイド・パイパーズ) 

(2 分 49 秒) 

＜CAPITOL REC.CDP7967912＞ 

 

「ホエン・アイ・グロー・トゥー・オールド・トゥ・ドリーム」  

(ナット・キング・コール) 

(3 分 32 秒) 

＜CAPITOL JAZZ 72435 2008728＞ 

 

「夢見る人」 (ヴィニシウス・カントゥアリア) 

(2 分 45 秒) 

＜OMAGATOKI OMCX-1190＞ 

 

「クレー・キャシェ」 (ジェラルド・ターキン) 

(3 分 41 秒) 

＜FREMEAUX&ASSOCIES FA477＞ 

 

「ア・ドリーム・ゴーズ・オン・フォーエヴァー」  

(マチルダ・サンティン) 

(2 分 40 秒) 

＜IDIOT REC. ARIOLA2032335＞ 

 

「ドリーム」 (NY4:ニューヨーク・フォー) 

(4 分 18 秒) 

＜SWING BROS. CMSB-28006＞ 

 

「ドリーマー・ドリーマー」 (エセル・エニス) 

(4 分 35 秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-6075＞ 

 

「詩人が天使を夢見る時」 (デヴィッド・シルヴィアン) 

(4 分 47 秒) 

＜VIRGIN REC.VJCP-23058＞ 



「スクリーミン」  

(ポール・バターフィールド・ブルース・バンド) 

(4 分 37 秒) 

＜ELKTRA/ASYLUM REC.7294-2＞ 

 

「夢見るマリア」 (チャブーカ・グランダ) 

(2 分 38 秒) 

＜IEMPSA IEM-0572-2＞ 

 

「緑の天使」 (オニ) 

(7 分 04 秒) 

＜DISK UNION HAYA-1001＞ 

 

「ザ・ドリーマー」 (ホセ・ジェイムズ) 

(7 分 06 秒) 

＜TRAFFIC TRCP21＞ 

 

「レイ・オブ・ホープ」 (ゴンチチ) 

(4 分 04 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「ボニー・アンド・クライド」 (ルル・ゲンスブール) 

(4 分 21 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-1206＞ 

 

「ラ・ジャヴァネーズ」 (ルル・ゲンスブール) 

(5 分 05 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-1206＞ 

 

「手ぎれ」 (ルル・ゲンスブール) 

(4 分 10 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-1206＞ 

  



2011 年 12 月 17 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 年末恒例 大蔵ざらえの音楽 － 

 

「スノー・チャイルド」 (ゴンチチ) 

(3 分 44 秒) 

＜EPIC ESCL-3574＞ 

 

「オートラ・ヴェス・エル・マル」 (プエンテ・セレステ) 

(3 分 06 秒) 

＜LOS ANOS LUZ DISCOS LAL078＞ 

 

「ファラ・ダ・パイシャオ」  

(アミルトン・ヂ・オランジ、アンドレ・メマーリ) 

(6 分 56 秒) 

＜BRASILIANOS DOPO19＞ 

 

「フェスタ・ドス・パッサロス」  

(アンドレ・メマーリ、ナ・オゼッチ) 

(4 分 57 秒) 

＜PIANOHOUSE MMG PM-001＞ 

 

「クアンド・ファラ・ヂ・アモール」 (アルリンド・クルス) 

(3 分 52 秒) 

＜SONY MUSIC 88697922322＞ 

 

「バック・トゥ・チャイナ・タウン」 (エディ藩) 

(4 分 51 秒) 

＜東芝 EMI TOCT-16034＞ 

 

「ヴィデオ・ゲームス」 (ラナ・デル・レイ) 

(4 分 03 秒) 

＜UNIVERSAL 06025 2789129 3＞ 

 

「ユー・リアリー・ガット・ミー」  

(13th フロア・エレベーターズ) 

(6 分 27 秒) 

＜AUSTIN REC.RE-1＞ 

 

 

 



「ヒア・アイ・ジャー」 (ニュー・ザイオン・トリオ) 

(9 分 36 秒) 

＜VEAL 0007＞ 

 

「ロージー」 (ナサニエル・サウンダーズ) 

(2 分 55 秒) 

＜VICTORY WORLD VR168＞ 

 

「タォン・シッキ」 (アドリアーナ・カルカニョット) 

(2 分 31 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP3267＞ 

 

「リメンバー」 (ハンク・モブレー) 

(5 分 38 秒) 

＜CAPITOL 724395343-2-2＞ 

 

「コラシオ・ア・バトゥカ」 (マリア・ヒタ) 

(3 分 52 秒) 

＜WARNER MUSIC 2564665961＞ 

 

「エレクトリック・カウンターポイント からムーヴメント 1」  

(加藤訓子) 

(6 分 53 秒) 

＜LINN REC. CKD385＞ 

 

「ア・ケイス・オブ・ユー」 (ジェイムス・ブレイク) 

(2 分 57 秒) 

＜ATLAS ATLAS 07LP＞ 

 

「僕は帰ろう」 (ゴンチチ) 

(2 分 14 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

  



2011 年 12 月 10 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 突っ走る音楽 － 

 

「行ってきます」 (ゴンチチ) 

(3 分 21 秒) 

＜EPIC REC. ESCL-2552＞ 

 

「トランス・ユーロップ・エクスプレス」 (クラフトワーク) 

(6 分 52 秒) 

＜CAPITOL CDP7 46473 2＞ 

 

「ABC から Z まで」 (青山ミチ) 

(3 分 14 秒) 

＜UNIVERSAL UPCY-6658＞ 

 

「真夜中を突っ走れ」 (ジョン・レノン) 

(3 分 18 秒) 

＜東芝 EMI TOCP-51110＞ 

 

「革命家」 (小松亮太) 

(5 分 10 秒) 

＜ソニーレコーズ SICC-1477＞ 

 

「カム・トゥー・ジャマイカ」 (ザ・ジョリー・ボーイズ) 

(4 分 00 秒) 

＜RESPECT REC.RES-20＞ 

 

「僕は特急の機関士で 九州巡りの巻」  

(霧島昇、二葉あき子、伊藤久男) 

(2 分 55 秒) 

＜コロムビア COCP-33435＞ 

 

「ショート・ライド・イン・ア・ファスト・マシーン」  

ジョン・アダムズ作曲 

(4 分 18 秒) 

(管弦楽)バーミンガム市交響楽団 

(指揮)サイモン・ラトル 

＜EMI 50999 26813929＞ 

 

 



「オートバイの男」 (エディット・ピアフ) 

(2 分 04 秒) 

＜EMI FRANCE 8271002＞ 

 

「パリ・アイズ」 (ラリー・ヤング) 

(6 分 42 秒) 

＜EMI MUSIC TOCJ-8600＞ 

 

「花嫁が来た!」  

(ボバン&マルコ・マルコヴィッチ・オーケスター) 

(4 分 11 秒) 

＜pi’ra:nha CD-PIR2121＞ 

 

「タイガー・ラグ」 (ジャンゴ・ラインハルト) 

(3 分 02 秒) 

＜BMG ファンハウス BVCJ-31032＞ 

 

「ワイルドで行こう」  

(ザ・ウクレレ・オーケストラ・オブ・グレート・ブリテン) 

(3 分 22 秒) 

＜CBS/SONY 25DP5526＞ 

 

「アパンヘイ・テ・カヴァキーニョ」 (アルマンヂーニョ) 

(5 分 02 秒) 

＜BISCOITO FINO BF574＞ 

 

「スレイ・ライド(そりすべり)」 (ゴンチチ) 

(3 分 10 秒) 

＜EPIC REC. ESCL3574＞ 

 

「自転車」 (ピエール・バルー) 

(1 分 25 秒) 

＜OMAGATOKI OMCX-1036＞ 

 

「自転車」 (メラニー・ダーハン) 

(3 分 37 秒) 

＜SUNNYSIDE SSC1224＞ 

 

 

 



「カチャーシーを踊る猫」 (ココ・ムジカ) 

(3 分 03 秒) 

＜2011coco←musika records CMSK-001＞ 

 

「カタリ・カタリ」  

サルヴァトーレ・カルディッロ作詞、  

サルヴァトーレ・カルディッロ作曲 

(2 分 49 秒) 

(ナポリ・マンドリン・オーケストラ) 

(歌)マリオ・ジン 

＜RESPECT REC. RES199＞ 

 

「アフリカン・ソルジャー」(シェウン・クティ&エジプト 80) 

(3 分 10 秒) 

＜KNITTING FACTORY REC. KFR1110CD＞ 

 

  



2011 年 12 月 3 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ エバーグリーンな音楽 － 

 

「テネシー・ワルツ」 (ゴンチチ) 

(3 分 09 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「プロジェクト・エバーグリーン」 (オヴァル) 

(1 分 09 秒) 

＜THRILL/HEADZ THRILL-JP/HEADZ143＞ 

 

「エバーグリーン」 (バーブラ・ストライザンド) 

(3 分 13 秒) 

＜SONY REC.SRCS7546，7547＞ 

 

「ペニー・レーン」 (告井延隆) 

(3 分 09 秒) 

＜TOKIKO REC.TSCS-0012＞ 

 

「交響曲 第 5 番 ハ短調から 第 1 楽章」 ベートーベン作曲 

(7 分 20 秒) 

(管弦楽)ウィーン・フルハーモニー管弦楽団 

(指揮)カルロス・クライバー 

＜POLYDOR POCG-90456＞ 

 

「スノウドロップ」 (マメリコ) 

(4 分 42 秒) 

＜SCHOLE INC.4777457＞ 

 

「マンボ」 バーンスタイン作曲 

(2 分 13 秒) 

(管弦楽)シモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・  

オブ・ベネズエラ 

(指揮)グスターボ・ドゥダメル 

＜DEUTSCHE GRAMMOPHON SCH-019＞ 

 

「アイ・ウォント・トゥー・トーク・アバウト・ユー」  

(ジョン・コルトレーン) 

(10 分 51 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICJ-2153＞ 



「アランフェス協奏曲」 ロドリーゴ作曲 

(3 分 22 秒) 

(ハープ)エドマール・カスタネーダ 

(ウード)ラビ・アブ・カリル 

＜ビクターエンタテインメント VICJ-61656、61657＞ 

 

「ヴァント・アンフル」 (アルチェリ・ドリヴァル) 

(3 分 20 秒) 

＜MINI REC.MRS1072＞ 

 

「シェガ・ヂ・サウダーヂ」  

(ミルトン・ナシメント&ジョビン・トリオ) 

(3 分 28 秒) 

＜MUSIC from EMI 5099921481727＞ 

 

「悲しき願い」 (尾藤イサオ) 

(3 分 22 秒) 

＜EMI MUSIC JAPAN TOCT-26677＞ 

 

「ダニー・ボーイ」 (ザ・チーフタンズ) 

(3 分 31 秒) 

(フルート)ジェームズ・ゴールウェイ 

＜RCA VICTOR 09026-63628-2＞ 

 

「ザ・クリスマス・ソング」 (ゴンチチ) 

(3 分 20 秒) 

＜EPIC ESCL3574＞ 

 

「クロス・ロード・ブルース」 (ロバート・ジョンソン) 

(1 分 10 秒) 

＜SONY MUSIC 5125732＞ 

 

「クロスローズ」 (クリーム) 

(1 分 36 秒) 

＜REPRISE 294332-2＞ 

 

「クロスローズ」 (シンディー・ローパー) 

(4 分 21 秒) 

＜SONY MUSIC ELCP-1442＞ 

 



「WTC9/11 から 9/11」 (クロノス・カルテット) 

(2 分 45 秒) 

＜NONESUCH 7559796457＞ 

 

「アクロス・ザ・ユニバース」 (ビル・フリゼール) 

(3 分 02 秒) 

＜SAVOY JAZZ SVY17836＞ 

 


