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年 3月 31日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ 振り返る音楽 －  

「アフター・ユー」 (ゴンチチ) 

(3分 21秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「リメンバー(・ウォーキン・イン・ザ・サンド)」 

(シャングリラス) 

(2分 41秒) 

＜CHERRY RED REC.RPM506＞ 

 

「アイ・ウォント・ユー・バック」 (アダム・ラファティー) 

(3分 03秒) 

＜CRESCENT RIDGEPUB LISHINGCRP-103＞ 

 

「ジ・エンド・オブ・ア・ラヴ・アフェアー」 

(ワン・フォー・オール) 

(7分 32秒) 

＜VENUS REC.TKCV-35095＞ 

 

「母が教えてくれた歌」 ドボルザーク作曲 

(2分 41秒) 

(メゾ・ソプラノ)マグダレーナ・コジェナー 

(ピアノ)ミヒャエル・フライムート 

＜UNIVERSAL UCCG1441＞ 

 

「君しのぶ宵」 (ナット・キング・コール) 

(2分 21秒) 

＜CAPITOL REC. CP20-5701＞ 

 

「アイム・ゲッティング・マイセルフ・レディー・フォー・ユー」 

(ジャネット・クライン) 

(3分 00秒) 

＜BUFFALO REC.LBCY-323＞ 

 

「イエスタデイ」 (マーヴィン・ゲイ) 

(3分 25秒) 

＜POLYDOR POCJ-1581＞ 

 



「昔への郷愁」 (トラフン・ゲセセ) 

(3分 38秒) 

＜BUDA MUSIQUE 82266-2＞ 

 

「なぜアメリカに来てしまったのか」 (アキレアス・プーロス) 

(4分 04秒) 

＜KALAN CDM18053＞ 

 

「想い出の中で」 (ザレハ・ハミッド) 

(4分 37秒) 

＜BOMBA REC.BOM2024＞ 

 

「あの頃のふたり」 (オスカル・デ・レオーン) 

(4分 42秒) 

＜BOMBA REC.BOM2031＞ 

 

「ダーリン」 (ケリー・ラディック) 

(5分 15秒) 

＜KELLIRUDICK MVJ2994＞ 

 

「昔のあなた」 (雪村いづみ) 

(4分 46秒) 

＜コロムビア COCA-71139＞ 

 

「忘却(オリヴィドー)」 (エルマナス・マルティー) 

(2分 20秒) 

＜ボンバレコード BOM304＞ 

 

「バイ・バイ・ラヴ」 (エバリー・ブラザーズ) 

(2分 19秒) 

＜VICTOR VICP-64554＞ 

 

「一本道」 (友部正人) 

(4分 24秒) 

＜KITTY REC.URCS001CD＞ 

 

「ドント・ルック・バック」 (ジョン・リー・フッカー) 

(2分 54秒) 

＜P-VINE PCD-4295＞ 

 



「原始の黄昏」 (ゴンチチ) 

(3分 21秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1061＞ 

 

「リメンバー」 (ランディ・ニューマン) 

(2分 21秒) 

＜MUSIC MASTERS 01612-65127-2＞ 

 

「逆さまの新幹線」 (倉地久美夫) 

(2分 46秒) 

＜円盤 10EB-102＞ 

 

  



2012年 3月 24日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 熊と鹿の音楽 － 

 

「マルシェの黒い熊」 (ゴンザレス三上) 

(3分 32秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL11001＞ 

 

「オール・ザット・ユー・ドリーム」 (リトル・フィート) 

(3分 52秒) 

＜WARNER BROS P10070W＞ 

 

「ポーラー・ライフ」 (スリーピングドッグ) 

(4分 17秒) 

＜GIZEH REC. GZH19＞ 

 

「ホエン・サムバディ・シンクス・ユーアー・ワンダフル」 

(メリッサ・カラード) 

(4分 26秒) 

＜MELISATIC REC. MZCF-1075＞ 

 

「サイモン・スミスと踊る熊」 (ハーパーズ・ビザール) 

(2分 21秒) 

＜WARNER BROS WPCP-4701＞ 

 

「ソラー」 (キース・ジャレット、ゲーリー・ピーコック、 

ポール・モチアン) 

(11分 21秒) 

＜ECM ECM1531＞ 

 

「イッツ・オールライト」 (インプレッションズ) 

(2分 46秒) 

＜MCA MVCM437，438＞ 

 

「ディア・ダンシング・ラウンド・ア・ブロークン・ミラー」 

(ブルース・コバーン) 

(4分 20秒) 

＜ポニーキャニオン PCCY-00274＞ 

 

 

 



「ゲゲゲの鬼太郎」 (熊倉一雄、ひばり児童合唱団) 

(2分 41秒) 

＜東芝 EMI TOCT-9810＞ 

 

「ダニエル」 (トゥイン・シスター) 

(3分 53秒) 

＜DOMINO REC. DNO304＞ 

 

「サービス・ベル」 (グリズリー・ベア+ファイスト) 

(2分 24秒) 

＜4AD DAD 2835CD＞ 

 

「ハイ・ディドゥル・ディー・ディー、リトル・エイプリル・ 

シャワー、アイ・ウォナ・ビー・ライク・ユー」 

(ケン・ノーディン、ビル・フリゼール、 

ウェイン・ホーヴィッツ、ナタリー・マーチャント、 

マイケル・スタイプ、マーク・ビンチャム、 

ザ・ローチズ、ロス・ロボス) 

(9分 02秒) 

＜A&M REC. SP3918＞ 

 

「カヴァティーナ」 (ジョン・ウィリアムス) 

(4分 17秒) 

＜SONY REC. SRCR1847＞ 

 

「スリーピー・ラクーン」 (ゴンチチ) 

(2分 28秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01691＞ 

 

「5階のバルコニー」 (ジョー・バルビエリ) 

(3分 29秒) 

＜ヤマハミュージック YMCP-10023＞ 

 

「転落の日記」 (ジョー・バルビエリ) 

(3分 58秒) 

＜ヤマハミュージック YMCP-10023＞ 

 

 

 

 



「見上げてごらん夜の星を」 (ジョー・バルビエリ) 

(3分 36秒) 

＜ヤマハミュージック YMCP-10023＞ 

  



2012年 3月 17日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

－ 幸せにする音楽 － 

 

「ハッピー・シャワー」 (ゴンチチ) 

(3分 44秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「ラヴリー・デイ」 (ビル・ウィザーズ) 

(4分 08秒) 

＜SONY MUSIC MHCP2002＞ 

 

「アイム・イン・ザ・ムード・フォー・ラヴ」 

(ファッツ・ドミノ) 

(2分 41秒) 

＜GREAT VOICES OF THE CENTURYGVC2021＞ 

 

「ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラヴ」 (ラリー・コリエル) 

(2分 38秒) 

＜VANGUARD 6509-2＞ 

 

「クラウドバースト」 (ランバート・ヘンドリックス&ロス) 

(2分 17秒) 

＜SONY REC. SRCS7145＞ 

 

「サンバ・ジョ・ウン・ミンヌト」 (ホベルト・サー) 

(4分 16秒) 

＜UNIVERSAL 60252712478＞ 

 

「ハイ・ハイ・ハイ」 (サンディー) 

(4分 17秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1467＞ 

 

「ア・パーフェクト・デイ」 (ボビー・コール) 

(3分 34秒) 

＜UBIQUITY REC. LHLP047＞ 

 

「ペブルズ&ストーンズ」 (エスター・バリント) 

(3分 32秒) 

＜BAR/NONE REC. BRN-CD-152＞ 

 



「ユーヴ・メイド・ミー・ソー・ヴェリー・ハッピー」 

(ブラッド・スウェット&ティアーズ) 

(4分 19秒) 

＜SME REC. SRCS9822＞ 

 

「ハロー・ヤング・ラヴァーズ」 (メル・トーメ) 

(3分 06秒) 

＜POLYDOR.K.K. 20MJ0043＞ 

 

「シャル・ウィ・ダンス」 (サントラ“王様と私”から) 

(4分 24秒) 

＜ANGEL REC. 724352735129＞ 

 

「ダニーの歌」 (ロギンス&メッシーナ) 

(3分 50秒) 

＜CBS/SONY SOPW-7＞ 

 

「理想の夫婦」 (岸井明、能勢妙子) 

(2分 54秒) 

＜ビクターエンタテインメント 

VICL-63819，63820＞ 

 

「幸せな日々」 (ゴンチチ) 

(2分 11秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1061＞ 

 

「エル・エネミーゴ」 (ルイス・アルベルト・スピネッタ) 

(5分 16秒) 

＜UNIVERSAL 014043-2＞ 

 

「ノ・ペ・ド・ベント」 (マリア・ガドゥ) 

(3分 54秒) 

＜SLAP 2352-2＞ 

 

「イフ・ノット・アイル・ジャスト・ダイ」 (ラムチョップ) 

(4分 25秒) 

＜MERGE 50434＞ 

 

 

 



「あなたがわたしをわかってくれるなら」 

(ホセー・アントニオ・メンデス) 

(3分 14秒) 

＜EL SUR REC. 004＞ 

 

  



2012年 3月 10日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 万国ダニー祭 － 

 

「フォギー・ヴァレー」 (ゴンチチ) 

(3分 25秒) 

＜EPIC REC.ESCB1901＞ 

 

「ライト・イン・オーガスト」 (ダニー・ノーベリー) 

(3分 18秒) 

＜LACIES REC.LOVE LACIES 003＞ 

 

「ダニーズ・ソング」 (ロギンス&メッシーナ) 

(4分 15秒) 

＜CBS/SONY 25DP 5603＞ 

 

「ダニー・ボーイ」 (美空ひばり) 

(3分 55秒) 

＜コロムビア COCP-33255＞ 

 

「ハワイアン・ウェディング・ソング」 

(ダニー飯田とパラダイスキング) 

(2分 53秒) 

＜VICTOR VICG-60405＞ 

 

「ピアノ協奏曲 第 2番 へ短調 作品 21から 第 3楽章」 

ショパン作曲 

(9分 06秒) 

(管弦楽)ポーランド祝祭管弦楽団 

(ピアノ、指揮)クリスティアン・ツィマーマン 

＜DEUTSCHE GRAMMOPHON002894778446＞ 

 

「アイヤ・ハラホロ」 (谷啓) 

(3分 21秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCT-26974＞ 

 

「リオ・トゥ・パナマ」 (ダニーロ・ペレス) 

(4分 38秒) 

＜UNIVERSAL UCCV1004＞ 

 

 



「ライダース・イン・ザ・スカイ」 

(映画“ブルース・ブラザース 2000”サントラ盤: 

ダン・エンクロイド) 

(3分 07秒) 

＜UNIVERSAL USSD53116＞ 

 

「アイオワ・シティー」 (エレニ・マンデル) 

(2分 11秒) 

＜ZEDTONE NO NUMBER＞ 

 

「バック・オン・ザ・ストリート・アゲイン」 

(ジェームズ・テイラー) 

(3分 01秒) 

＜WARNER BROS WPCR-2515＞ 

 

「ピアノ協奏曲 第 25番 ハ長調 K.503から 第 3楽章」 

モーツァルト作曲 

(9分 43秒) 

(ピアノ)ダニエル・バレンボイム 

(管弦楽)ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 

(指揮)オットー・クレンペラー 

＜UNIVERSAL 456 722-2＞ 

 

「タンジェリン」 (ダニエル・コラン) 

(3分 10秒) 

＜RESPECT REC.RES-145＞ 

 

「ストレイティー・タチ」(映画“タチ・ダニエル”サントラ盤) 

(2分 05秒) 

＜VIRGIN 30761＞ 

 

「帰り道は君と一緒」 (ゴンチチ) 

(1分 54秒) 

＜EPIC REC.ESCL3738＞ 

 

「デサフィナード」 (ジョアン・ジルベルト) 

(1分 56秒) 

＜東芝 EMI TOCP-8472＞ 

 

 



「デサフィナード」 (ナラ・レオン) 

(2分 46秒) 

＜POLYGRAM PHCA-4211＞ 

 

「ラ・マキナリア」 (ロス・バン・バン) 

(3分 46秒) 

＜DISCO CARAMBA CRACD-1106＞ 

 

「アイ・ウィル・オールウェイズ・ラヴ・ユー」 

(インガー・マリエ) 

(4分 52秒) 

＜T.A.C.S.REC.TACS0030＞ 

 

  



2012年 3月 3日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ カラフルな音楽 － 

 

「雲の彼方に」 (ゴンチチ) 

(2分 11秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「バラ色の人生」 (マントヴァーニ楽団) 

(3分 01秒) 

＜UNIVERSAL UICY-4141＞ 

 

「レッド・リヴァー・デイヴ」 (ジョー・コールマン) 

(3分 14秒) 

＜BLAST FIRST FU10＞ 

 

「スピーク・トゥー・ミー、ブレス・イン・ジ・エア」 

(ピンク・フロイド) 

(3分 57秒) 

＜CAPITOL CDP7 460012＞ 

 

「色彩のブルース」 (エゴ・ラッピン) 

(5分 30秒) 

＜TOY’S FACTORY TFCC-86267＞ 

 

「ゴースト・ワルツ」 (ジョリー・ホランド) 

(3分 50秒) 

＜ANTI ANTI 86691-2＞ 

 

「カラフル」 (セルタブ) 

(2分 39秒) 

＜ライスレコード AYR-5183＞ 

 

「映像第 2集から 金色のさかな」 ドビュッシー作曲 

(3分 59秒) 

(ピアノ)サンソン・フランソワ 

＜MUSIC FROM EMI TOCE-14061＞ 

 

 

 

 



「ヘルシー・カラーズ 3」 

(ロバート・フリップ、ブライアン・イーノ) 

(5分 33秒) 

＜東芝 EMI VICP-25089＞ 

 

「スノウフォール」 (クロード・ソーンヒル楽団) 

(2分 39秒) 

＜HEP REC. HEPCD60＞ 

 

「ブラジルの水彩画」 

(レネゲイズ・スティール・ドラム・オーケストラ) 

(4分 29秒) 

＜CREPUSCULE AU JAPON CAC-0043＞ 

 

「レインボウ・ストンプ」 (ザ・リヴィング・ルーム) 

(3分 07秒) 

＜NORWAY ILK182CD＞ 

 

「バレエ音楽“ペトルーシカ”から ロシアの踊り」 

ストラヴィンスキー作曲 

(2分 35秒) 

(管弦楽)バーミンガム市交響楽団 

(指揮)サイモン・ラトル 

＜東芝 EMI TOCE-55504＞ 

 

「さよなら お日様 こんばんは お月さん」(ゴトウゆうぞう) 

(4分 39秒) 

＜P-VINE PCD-18650＞ 

 

「春蝉」 (ゴンチチ) 

(2分 53秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「リベルタンゴ」 (ゲイリー・バートン) 

(2分 26秒) 

＜CONCORD JAZZ CCD-4887-2＞ 

 

 

 

 



「リベルタンゴ」 

(パキート・デリベラ、ザ・マドリード・ビッグ・バンド) 

(5分 25秒) 

＜WARNER MUSIC WE833＞ 

 

「ヤ・マザーゴ」 (ハキム) 

(3分 53秒) 

＜BNSCD-594 BNSCD-594＞ 

 

「メドレー・ペイ」 (ミジックオペイ) 

(4分 35秒) 

＜オルターポップ FCPCD-5325＞ 

 


