
世界の快適音楽セレクション
2012 年 2 月 25 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学
 
 
－ 未来の音楽 － 

 

「レイ・オブ・ホープ」 (ゴンチチ) 

(4 分 05 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「未来の子供たちのために」 (メリー・ホプキン) 

(2 分 59 秒) 

＜EMI REC.TOCP-67568＞ 

 

「ブラジル」 (ジェフ&マリア・マルダー) 

(3 分 29 秒) 

＜WARNER BROS WPCR-1057＞ 

 

「ザ・フューチャー・ウドゥント・ザット・ビー・ナイス」  

(ザ・ブックス) 

(3 分 16 秒) 

＜TEMPORARY TRR181＞ 

 

「交響曲 第 9 番“未来のイヴ”から一部分」  

グレン・ブランカ作曲 

(3 分 15 秒) 

(合唱)カメラータ・シレジア・シンガーズ・アンサンブル 

(管弦楽)ポーランド国立放送交響楽団 

(指揮)クリスティアン・フォン・ボリース 

＜POINT MUSIC PHCP1497＞ 

 

「イン・ザ・フューチャー」 (ブライアン・イーノ) 

(2 分 11 秒) 

＜WARP/OPAL BRC-298＞ 

 

「スウィミング・イン・マイ・ブレイン」 (CQMD) 

(4 分 05 秒) 

＜オルターポップ ERPCD1967＞ 

 

「フューチャー・ファーマーズ・オブ・アメリカ」  

(ルー・リード) 

(3 分 01 秒) 

＜THE WARNER COMPANY WPCR-10685＞ 



「未来の恋人たち」 (ガル・コスタ) 

(4 分 05 秒) 

＜BMG ビクター BVCP821＞ 

 

「豊かな未来」 (オリヴァー・ムトゥクジ) 

(5 分 35 秒) 

＜ライスレコード NWR4006＞ 

 

「訪れざりし未来」 (竹内正実) 

(6 分 21 秒) 

＜NEXT REC. NXCD-0010＞ 

 

「映画“友情ある説得”から ラブ・シーン・イン・ザ・バーン」 

ディミトリ・ティオムキン作曲 

(5 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)チャールズ・ゲルハルト 

＜SONY MUSIC 88697 779332＞ 

 

「未来」 (岩崎宏美) 

(3 分 15 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICG58275＞ 

 

「フューチャー・ショック」 (カーティス・メイフィールド) 

(3 分 38 秒) 

＜RHINO R2 71432＞ 

 

「人生は紆余曲折しながらも」  

(ヌスラット・ファテ・アリ・ハーン) 

(3 分 13 秒) 

＜SILVA REC. PUCY-2518＞ 

 

「コンパルシヴ・ビヘイヴィアー」 (アザー・ミュージック) 

(3 分 21 秒) 

＜FLYING FISH FF302＞ 

 

「イン・ザ・フューチャー・プレゼント」 (ボビー&ブラム) 

(3 分 05 秒) 

＜MORR MUSIC MORR018＞ 

 



「ドン・ガバチョの未来を信ずる歌」  

(ドン・ガバチョ:藤村有弘) 

(0 分 48 秒) 

＜SONY MUSIC HOUSE MHCL246，247＞ 

 

「幸せな日々」 (ゴンチチ) 

(2 分 11 秒) 

＜CBS/SONY ESCB1061＞ 

 

「百萬円」 (二村定一) 

(2 分 33 秒) 

＜コロムビア COCP-37163，37164＞ 

 

「サーチ・ユア・ハート」 (ジョージ・ジャクソン) 

(2 分 39 秒) 

＜KENT SOUL CDKEND363＞  



2012 年 2 月 18 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 鉄道の音楽 － 

 

「レイルウェイ」 (ゴンチチ) 

(3 分 48 秒) 

＜EPIC REC.ESCB1901＞ 

 

「ミステリー・トレイン」  

(リトル・ジュニア・パーカーズ・ブルー・フレイムズ) 

(2 分 23 秒) 

＜P-VINE PCD-2517＞ 

 

「コンゴ・トレイン」 (レス・バクスター楽団) 

(2 分 43 秒) 

＜CAPITOL CDP724383702626＞ 

 

「ブラジル風バッハ 第 2 番 から 第 4 楽章  

トッカータ:カイピラの小さな汽車」ヴィラ・ローボス作曲 

(4 分 30 秒) 

(管弦楽)パリ管弦楽団 

(指揮)ポール・カポロンゴ 

＜東芝 EMI TOCE-1529＞ 

 

「レイルロード・ブーマー」 (ライリー・パケット) 

(2 分 43 秒) 

＜P-VINE PCD-2535＞ 

 

「トランス・シベリアン・エクスプレス」  

(バーディー・ブレイズ) 

(3 分 40 秒) 

＜DINDISC DIN-8＞ 

 

「クレイジー・ヒー・コールズ・ミー 」(ウイントン・ケリー) 

(3 分 16 秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-9222＞ 

 

「軽便鉄道節」 (フォーシスターズ) 

(3 分 04 秒) 

＜RBC レコード RM-110＞ 

 



「列車は行くよ」 (トリオ・マタモロス) 

(2 分 51 秒) 

＜ボンバレコード BOM4001＞ 

 

「チャタヌガ・チューチュー」 (カルメン・ミランダ) 

(2 分 48 秒) 

＜AUDIO BOOK AB115＞ 

 

「鉄道 作品 27」 アルカン作曲 

(4 分 53 秒) 

(ピアノ)ローラン・マルタン 

＜NAXOS 8，553434＞ 

 

「バンジョーのジョー」 (杉田あきひろ、つのだりょうこ) 

(2 分 05 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCG-00579＞ 

 

「ザ・トレイン・ケプト・ア・ローリン」  

(ジョニー・バーネット) 

(2 分 15 秒) 

＜MCA REC.PCD-1303＞ 

 

「客室がダンス・フロアに:ショプスコ・ホロ・クリヴォ・ホロ」 

(ライチョ・アセノフ・ボシノフ、スティアン・カシュテンセン) 

(5 分 01 秒) 

＜WINTER&WINTER NO.910066-2＞ 

 

「ムービング・ライク・ア・トレイン」 (ハーバート) 

(5 分 53 秒) 

＜!K7 !K7202CD＞ 

 

「鉄道員」 (坂上二郎) 

(4 分 54 秒) 

＜SONY MUSIC MHCL-1918＞ 

 

「フリーダム・トレイン」 (ジェームズ・カー) 

(2 分 16 秒) 

＜KENT SOUL CDKEND202＞ 

 

 



「スモークト・サーモン・レイルウェイ・マシン」  

(スモークト・サーモン・レイルウェイ・マシン) 

(3 分 39 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL18001＞ 

 

「迷宮、もしくは何ものでもなかった」  

(エルデル・モウティーニョ) 

(5 分 30 秒) 

＜HM MUSICA HM010CD＞ 

 

「また変な知らせ」 (NRQ) 

(5 分 07 秒) 

＜ディスクユニオン MYRD-25＞  



2012 年 2 月 11 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ とろける音楽 － 

 

「ラヴァーズ」 (ゴンチチ) 

(5 分 16 秒) 

＜ポリドール PCCA-02102＞ 

 

「シュ・ウヴェ」 (マラヴォワ) 

(4 分 52 秒) 

＜CBS/SONY 25PD5516＞ 

 

「ハウ・キャン・ユー・メンド・ア・ブロークン・ハート」  

(アル・グリーン) 

(6 分 16 秒) 

＜EDSEL REC.HEXD57＞ 

 

「ザ・ラスト・オブ・メルティング・オブ・スノウ」  

(ザ・レジャー・ソサエティ) 

(3 分 33 秒) 

＜WILLKOMEN 002＞ 

 

「ハレンチ」 (岡村靖幸) 

(7 分 19 秒) 

＜EPIC ESCB2221＞ 

 

「ネクスト・タイム・ザット・アイ・シー・ユー」(シルヴィア) 

(3 分 23 秒) 

＜PLATINUM REC.PLP-6810＞ 

 

「マスクラット・ランブル」  

(チェット・アトキンス、マール・トラヴィス) 

(2 分 23 秒) 

＜BMG JAPAN BVCM-35543＞ 

 

「フィール・ライク・メイキング・ラブ」 (マリーナ・ショウ) 

(5 分 00 秒) 

＜CAPITOL REC. CDP077778954224＞ 

 

「ジー・ベイビー・エイント・アイ・ゴット・トゥー・ユー」  

(ジェフ・マルダー) 



(3 分 49 秒) 

＜WARNER BROS.WPCP-3633＞ 

 

「ユール・ルーズ・ア・グッド・シング」 (バーバラ・リン) 

(2 分 36 秒) 

＜JAMIE JAMIE3906＞ 

 

「スヴァンタティック、チェリー」 (レシェック・モジジェル) 

(7 分 32 秒) 

＜ACT MUSIC+VISION ACT9516-2＞ 

 

「レネゲイド」 (キングス・オブ・コンビニエンス) 

(4 分 16 秒) 

＜VIRGIN V3062＞ 

 

「スウィート・ドリームス」 (ジェリーサ) 

(5 分 25 秒) 

＜AVEX D.D.INC.AVCJ-60034＞ 

 

「夕暮れの入り口」 (ゴンチチ) 

(1 分 12 秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「サムビーニャ・ボム」 (マルー・マガリャンイス) 

(2 分 55 秒) 

＜SONY BMG 88697973762＞ 

 

「フォー・トゥデイ・アイ・アム・ア・ボーイ」  

(ジ・アンサンクス) 

(4 分 06 秒) 

＜RABBLE ROUSER MUSIC  

RTRADCD636＞ 

 

「エル・オンブレ・クエ・ミラ・エル・マール」  

(カルロス・アギーレ) 

(7 分 24 秒) 

＜SHAGRADA MEDRA RCIP-0171＞  



2012 年 2 月 4 日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ ホッカホッカの音楽 － 

 

「ホリデイ・ウォーク」 (ゴンチチ) 

(3 分 15 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01512＞ 

 

「メンフィス・ソウル・シチュー」 (キング・カーティス) 

(7 分 30 秒) 

＜ATLANTIC AMCY02905＞ 

 

「バーベキュー・ブルース」 (バーベキュー・ボブ) 

(3 分 09 秒) 

＜DOCUMENT REC.DOCD-5046＞ 

 

「トランペット協奏曲 変ロ長調 作品 7 第 3 から 第 3 楽章」 

アルビノーニ作曲 

(2 分 06 秒) 

(トランペット)アレグロティーネ・ティング・ヘルセット 

＜SIMAX CLASSICS PSC1292＞ 

 

「ハウ・スィート・イット・イズ  

(・トゥー・ビー・ラヴド・バイ・ユー)」 

(ジェイムス・テイラー) 

(3 分 33 秒) 

＜WARNER BROS 7599-27293-2＞ 

 

「アイ・ハング・イット・アップ」 (ジュニア・ブラウン) 

(3 分 32 秒) 

＜MGC CUBE D2-77843＞ 

 

「ビトゥイーンズ・ザ・バーズ」  

(テイラー・アイグスティ、ベッカ・スティーヴンス) 

(4 分 00 秒) 

＜CONCORD JAZZ CJA-32100-02＞ 

 

「スーパー・ウォーマー」 (ロウ・イン・ザ・スカイ) 

(4 分 14 秒) 

＜abandon building ABR017 PB13＞ 

 



「エイント・ザット・グッド・ニュース」 (サム・クック) 

(2 分 29 秒) 

＜RCA VICTOR PCD1-7127＞ 

 

「シー・ケイム・イン・スルー・ザ・バスルーム・ウィンドウ」  

(ロス・ロンリー・ボーイズ) 

(2 分 55 秒) 

＜SONY MUSIC JAPAN SICP3372＞ 

 

「インディアン・サマー」 (サティーマ・ビー・ベンジャミン) 

(6 分 22 秒) 

＜CELESTE CMYK-6220＞ 

 

「ハワイと君」 (カルリーニョス・ブラウン) 

(4 分 01 秒) 

＜EMI MUSIC VJCP68013＞ 

 

「スリープ・ウォーム」 (フランク・シナトラ) 

(2 分 46 秒) 

＜CAPITOL 72434 9475625＞ 

 

「船乗りとタコの友情」 (ゴンチチ) 

(1 分 45 秒) 

＜EPIC REC. ESCL3738＞ 

 

「フロール・ダ・ノイチ」  

(セルソ・フォンセカ、ホナルド・バストス) 

(4 分 32 秒) 

＜ボンバレコード BOM22059＞ 

 

「フロール・ダ・ノイチ」  

(セルソ・フォンセカ、ホナルド・バストス) 

(4 分 41 秒) 

＜UNIVERSAL 60252771959＞ 

 

「ノー・ルーム・フォー・ダウト」  

(リアヌ・ラ・アヴァス、ウィリー・メイスン) 

(4 分 02 秒) 

＜LABOUR OF LOVE WEA477TE＞ 

 



「ザ・サヴェージ・ドーン・イン・ハー・グランス」  

(キップ・ハンラハン) 

(5 分 03 秒) 

＜ewe WEWAC-1061＞ 


