
世界の快適音楽セレクション
2012 年 1 月 28 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q
 
 
－ F の音楽 － 

 

「ミスター・エフ・セズ」 (ゴンチチ) 

(3 分 35 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「ブルース・イン・エフ」 (リン・ホープ) 

(3 分 02 秒) 

＜acrobatEMI ACMCD4027＞ 

 

「フランス組曲 第 5 番 ト長調から ジーグ」 バッハ作曲 

(3 分 28 秒) 

(ピアノ)アンドラーシュ・シフ 

＜PolyGram POCL-4360＞ 

 

「イ・シー」 (フルーリン) 

(3 分 30 秒) 

＜Sunnyside Comunications SSC1182＞ 

 

「コーカシアン・ダンス」  

(ザ・グルジエフ・フォーク・  

インストゥルメンタル・アンサンブル) 

(3 分 48 秒) 

＜ECM Rec.ECM2236＞ 

 

「ステップス」 (セシル・テイラー) 

(10 分 19 秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-4237＞ 

 

「ビタースウィート・メロディーズ」 (ファイスト) 

(3 分 56 秒) 

＜Polydor France 277912-2＞ 

 

「ピアノ・コンチェルト・イン・エフ から第 3 楽章」  

ガーシュウィン作曲 

(4 分 34 秒) 

(ピアノ)ロイ・バーギー 

(管弦楽)ポール・ホワイトマン楽団 

＜AVID REC.AMSC642＞ 

856098
タイプライターテキスト



「映画“華氏 451”から フラワーズ・オブ・ファイア」  

バーナード・ハーマン作曲 

(1 分 54 秒) 

(管弦楽)ナショナル・フィルハーモニック・オーケストラ 

(指揮)バーナード・ハーマン 

＜DECCA DECCA4803784＞ 

 

「ノクターン へ短調」 ファリャ作曲 

(3 分 30 秒) 

(ピアノ)松本和将 

＜ビクターエンタテインメント VICC60714， 60715＞ 

 

「ナイン・パウンド・ハンマー」(フランク・フェアフィールド) 

(3 分 57 秒) 

＜Tompkins Square TSQ-2257＞ 

 

「ハート・ビート・ファスター」  

(フレッド・フリス、ジャネット・フェダー) 

(4 分 20 秒) 

＜AD HOC REC. AD HOC19＞ 

 

「マーシー」 (ダフィー) 

(3 分 40 秒) 

＜Polydor BIEM/SABAM 1762976＞ 

 

「フットステップス・ソー・ニアー」 (ケーシー・ドリーセン) 

(3 分 49 秒) 

＜sugar hill rec.SUG-CD-4016＞ 

 

「カロライン」 (ベラスコ・オルケストラ) 

(2 分 47 秒) 

＜Rounder Rec.ROUNDER 82161-2＞ 

 

「F 人」 (ゴンチチ) 

(3 分 41 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1058＞ 

 

「今はまぼろし」 (川畑文子) 

(3 分 08 秒) 

＜ブリッジ BRIDGE187＞ 



「聞かせてよ、愛の歌を」 (ザーズ) 

(2 分 57 秒) 

＜リスペクトレコード RECD-156＞ 

 

「午後の甘いささやき」  

(マリア・デル・マール・ボネット、マネル・カンプ) 

(2 分 22 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD8885＞  



2012 年 1 月 21 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 箱の音楽 － 

 

「テンプロ」 (ゴンチチ) 

(3 分 35 秒) 

＜SO WHAT? ESCB2004＞ 

 

「ラース・イズ・アングリー、ザ・ボックス・アライヴズ」  

(デヴィッド・トーン) 

(3 分 34 秒) 

＜VICTOR VICP-64640＞ 

 

「ノアの箱船」 (カルメン・ミランダ) 

(2 分 16 秒) 

＜MCA REC. MVCE24183＞ 

 

「“ジャック・イン・ザ・ボックス”前奏曲」 サティ作曲 

(2 分 03 秒) 

(ピアノ)ミシェル・ルグラン 

＜WARNER MUSIC JAPAN WPCS-21082＞ 

 

「ロードランナー」 (ボ・ディドリー) 

(2 分 45 秒) 

＜MCA REC.0600753051672＞ 

 

「チェイシング・ザ・ブルース・アウェイ」  

(フランク・トーヴェー&ザ・パイロス) 

(6 分 04 秒) 

＜MUTE REC.ALCB-685＞ 

 

「マジョラル」 (カホンマニア) 

(4 分 07 秒) 

＜QUADRANT REC.Q00003CG＞ 

 

「ヒョウ皮のふちなし帽」 (モーゼズ・ウィギンズ) 

(3 分 52 秒) 

＜BRAMBUS REC.BRAMBUS200489-2＞ 

 

 

  



「ムニャマイェ」 (フクウェ・ザウォーセ) 

(4 分 58 秒) 

＜REAL WORLD REC.CDRW57＞ 

 

「スプリット・キック」 (アート・ブレイキー・クインテット) 

(8 分 44 秒) 

＜BLUE NOTE REC.724353214623＞ 

 

「いちゅび小」 (アカナーズ) 

(1 分 56 秒) 

＜VICTOR VICG-60211＞ 

 

「音楽の玉手箱」 リャードフ作曲 

(2 分 10 秒) 

(ピアノ)ウラディーミル・アシュケナージ 

＜ポリドール POCL-5111＞ 

 

「ワルツ・フォー・ジョージ」 (ラリー・クーンズ) 

(4 分 21 秒) 

＜JAZZ COMPASS JC1016＞ 

 

「サムズ・ギター・ブギー」 (サムズ・カーライル) 

(1 分 50 秒) 

＜RIGHTEOUS PSALM23:23＞ 

 

「グリーン・メイルボックス」 (ゴンチチ) 

(3 分 44 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「ダッタン人の踊り」 ボロディン作曲 

(1 分 02 秒) 

(管弦楽)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)サイモン・ラトル 

＜EMI CLASSICS 6975982＞ 

 

「ストレンジャー・イン・パラダイス」  

(トニー・ベネット、アンドレア・ボチェッリ) 

(5 分 12 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP-3258＞ 

  



「黒い馬」 (フン・タン) 

(2 分 40 秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-593＞ 

 

「アンチーム・エンデレラ」  

(イーザー・オーケストラ&バータ・ゲブレ・ヘイウェット) 

(2 分 58 秒) 

＜メタカンパニー AFPCD-30329＞  



2012 年 1 月 14 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 年上の音楽 － 

 

「オールド・ダンス」 (ゴンチチ) 

(3 分 13 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

 

「ママ・セド」 (シュレルズ) 

(2 分 09 秒) 

＜CAPRICORN 9 42003-2＞ 

 

「カム・サンデイ」  

(オスカー・ピーターソン、ネルソン・リドル) 

(3 分 20 秒) 

＜THE VERVE MUSIC.V6-8562＞ 

 

「愛があるなら年の差なんて」 (にしきのあきら) 

(3 分 24 秒) 

＜SONY MUSIC SRCL-4416＞ 

 

「ロマンス 作品 5 第 2」 クララ・ヴィーク作曲 

(2 分 50 秒) 

(ピアノ)イェルク・デムス 

＜VICTOR VDC-527＞ 

 

「おかしなおじさま」 (ヘティ・クース・エンダン) 

(4 分 07 秒) 

＜ボンバレコード BOM2013＞ 

 

「ワイルド・ビル・ジョーンズ」 (フランク・プロフィット) 

(3 分 25 秒) 

＜FOLK-LEGACY CD-1＞ 

 

「危険なふたり」 (沢田研二) 

(3 分 20 秒) 

＜POLYDOR DR1765＞ 

 

「叔父さんがボーイフレンドになる」 (アディクワ) 

(2 分 58 秒) 

＜ボンバレコード BOM513＞ 



「キャノン」 (エルメート・パスコアル) 

(5 分 22 秒) 

＜WARNER BROS.WPCR-10437＞ 

 

「トゥー・マッチ・ヘブン」 (ビージーズ) 

(4 分 56 秒) 

＜WARNER WPZR-30353＞ 

 

「姉さんは今朝どこに行った」 (ザ・ライオン) 

(2 分 28 秒) 

＜UNIVERSAL VICTOR MVCE24077＞ 

 

「おじいさんの歌」 (アタウアルパ・ユパンキ) 

(3 分 12 秒) 

＜日本クラウン DICR-2022＞ 

 

「ルーマニア民族舞曲」 バルトーク作曲 

(5 分 15 秒) 

(ギター)藤元高輝 

＜fontec FOCD 20062＞ 

 

「年上の女」 (森進一) 

(4 分 22 秒) 

＜ビクター VICL-82＞ 

 

「千の風になって」 (坂上弘) 

(3 分 42 秒) 

＜ビクター VICB-60044＞ 

 

「ボース・サイズ・ナウ」  

(パット・マルティーノ、カサンドラ・ウィルソン) 

(3 分 54 秒) 

＜CAPITOL 7243837627 2 9＞ 

 

「ジミーズ・オールド・シューズ」 (ゴンチチ) 

(1 分 40 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

 



「ライフ・イズ・ハード」 (ボブ・ディラン) 

(3 分 39 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP2250＞ 

 

「ア!ウ!」 (遠藤賢司) 

(2 分 49 秒) 

＜MIDI MDCL-1523＞ 

 

「美しい女」 (遠藤賢司) 

(2 分 25 秒) 

＜MIDI MDCL-1523＞ 

  



2012 年 1 月 7 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ ドラゴンの音楽 － 

 

「ウィンド」 (ゴンチチ) 

(3 分 02 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1406＞ 

 

「パフ」 (ピーター、ポール&マリー) 

(3 分 26 秒) 

＜WARNERE BROS. WPCP-3412＞ 

 

「スキャント・フレーム」 (メリー・ハーバソン) 

(3 分 23 秒) 

＜FIREHOUSE REC. FH12-04-01-007＞ 

 

「ドラゴンフライ」 (フン・タン) 

(4 分 06 秒) 

＜THE ACT COMPANY 9293-2＞ 

 

「ドラゴンスレイター」(ノース・ミシシッピ・オールスターズ) 

(3 分 19 秒) 

＜BUFFALO REC.LBCY-303＞ 

 

「マージナル・マインド」 (古谷淳) 

(5 分 14 秒) 

＜DAIKI MUSICA INC.DMCD-13＞ 

 

「燃えよドラゴン」 (ラロ・シフリン) 

(2 分 23 秒) 

＜WARNERE BROS.P-138W＞ 

 

「ジョイ・スプリング」 (クリフォード・ブラウン) 

(3 分 13 秒) 

＜MUSIC FROM EMI TOCJ-50031＞ 

 

「ドラゴン・クイーン」 (ヤー・ヤー・ヤーズ) 

(4 分 02 秒) 

＜POLYDOR LTD.UICP-1109＞ 

 

 



「ハッスル・ジェット」  

(Dr.ドラゴン&オリエンタル・エクスプレス) 

(4 分 09 秒) 

＜VICTOR VIP2451＞ 

 

「ピッコリーナ」 (フランク・ファジオ) 

(3 分 17 秒) 

＜ROUNDER REC.ROUNDER CD1095＞ 

 

「熱烈火焔」 (ドラゴンズ) 

(2 分 24 秒) 

＜LONDON REC.SO7B1006＞ 

 

「羅生門」 (寺内タケシ) 

(6 分 13 秒) 

＜キングレコード BRIDGE-033＞ 

 

「ドラゴンフライ」 (ピーター・バーンスタイン) 

(6 分 17 秒) 

＜CRISS CROSS JAZZ CRISS1151CD＞ 

 

「奥飛騨慕情」 (竜鉄也) 

(4 分 13 秒) 

＜TRIO 3B-177＞ 

 

「音楽」 (イエロー・マジック・オーケストラ) 

(3 分 25 秒) 

＜ALFA MUSIC YLR-28008＞ 

 

「雲の彼方に」 (ゴンチチ) 

(2 分 08 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「恋の執念」 (ビルヒニア・ロペス) 

(2 分 49 秒) 

＜OFFICE SAMBINHA RICE ASR-414＞ 

 

「イッツ・ア・リトル・シング」 (サロン・ミュージック) 

(3 分 23 秒) 

＜FELICITY PECF-1034＞ 




