
2012年 4月 28日（土）ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

世界の快適音楽セレクション　－ 女優の音楽 － 

 

「ひまわり」 (ゴンチチ) 

(1分 56秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「イニシャル B.B.」 (セルジュ・ゲンスブール) 

(3分 36秒) 

＜PHILIPS UICY-3143＞ 

 

「コンタクト」 (ブリジット・バルドー) 

(2分 20秒) 

＜JIMCO REC. JICM-89498＞ 

 

「ハンネ・ディカ・ピアル・ミーン」 (ギーター・ダット) 

(3分 20秒) 

＜THE GRAMOPHONE OF INDIACDF131019，131020＞ 

 

「フォー・ザ・ビューティ・オブ・ウィノナ」 (ダニエル・ラノワ) 

(5分 52秒) 

＜WARNER BROS. WPCP-5243＞ 

 

「テンダリー」 (ルー・メッカ・トリオ) 

(4分 15秒) 

＜POLYDOR JAZZ MTCJ-1063＞ 

 

「ジャニー・ギター」 (キャロル・ロール) 

(2分 42秒) 

＜UNIVERSAL LICENSING 541862-2＞ 

 

「ジ・アクトレス」 (ロイ・オービソン) 

(2分 36秒) 

＜CBS/SONY CSCS5430￣5433＞ 

 

「誰も知らない」 (沢村みつ子) 

(1分 44秒) 

＜日活コーポレーション OWCR-2045＞ 

 

 



「オータム・イン・ニューヨーク」 (ジョナサン&ダレン・エドワーズ) 

(3分 11秒) 

＜ACROBAT ACMCD4256＞ 

 

「オータム・イン・ニューヨーク」 (ジョー・スタッフォード) 

(2分 42秒) 

＜EMI100 724385995828＞ 

 

「暗い眼をした女優」 (浅川マキ) 

(5分 25秒) 

＜東芝 EMI TOCT-9131-2＞ 

 

「私の運命線」 (アンナ・カリーナ) 

(2分 40秒) 

＜BMGビクター BVCP-1064＞ 

 

「キャント・ハイド」 (サラ・ジャローズ) 

(3分 11秒) 

＜SUGER HILL REC. SUG-CD-4049＞ 

 

「シング」 (シー&ヒム) 

(3分 15秒) 

＜P-VINE PCD-93325＞ 

 

「バチェラー・イン・パラダイス」 (アン・マーグレット) 

(2分 32秒) 

＜RCA LSP2659＞ 

 

「カム・レイン・オア・カム・シャイン」 (リーサ、ポール・ブキャナン) 

(4分 56秒) 

＜SPICE OF LIFE PBCM-61025＞ 

 

「ルー」 (ペギー・リプトン) 

(2分 28秒) 

＜CBS REC. ZS7-124＞ 

 

「シングアロング・ジャンク・シャルロットのテーマ 2」 (ブラッド・メルドー) 

(3分 11秒) 

＜WARNER WPCR-11522＞ 

 



「ハーヴェスト・ムーン」 (ジェーン・バーキン) 

(3分 03秒) 

＜MUSIC FROM EMI 094635758122＞ 

 

「無能の人」 (ゴンチチ) 

(2分 41秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1221＞ 

 

「ヘイ・シューター」 (ロケット・ジュース&ザ・ムーン) 

(4分 11秒) 

＜P-VINE PCD-93540＞ 

 

「ウィル・ビー・トゥゲザー・アゲイン」 (ブッゲ・ヴェッセルトフト) 

(5分 04秒) 

<JAZZLAND REC． UCCM-1213>  



2012年 4月 21日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ コーヒーの音楽 － 

 

「コーヒー・ブレイク・イン・ザ・バーン」 (スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン) 

(4分 06秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-18001＞ 

 

「コーヒー・ブルース」 (ミシシッピー・ジョン・ハート) 

(3分 43秒) 

＜VANGUARD VSD-79220＞ 

 

「カフェジーニョ」 (ヴィニシウス・カントゥアリア、ビル・フリゼール) 

(1分 35秒) 

＜EONEMUSIC EOM-CD-2110＞ 

 

「コーヒー・カラー」 (クレール・シュヴァリエ) 

(3分 15秒) 

＜SONY SRCS6863＞ 

 

「カンタータ 第 211番“おしゃべりしないで”から ええ、コーヒーのおいしさったら」バッハ作曲 

(4分 08秒) 

(ソプラノ)エマ・カークビー 

(管弦楽)エンシェント室内管弦楽団 

(指揮)クリストファー・ホグウッド 

＜POLYGRAM POCL-5248＞ 

 

「カシミールズ・コーン」 (ヴィクトリア・ウィリアムズ) 

(4分 24秒) 

＜ATLANTIC REC. AMCY2536＞ 

 

「コーヒー・ルンバ」 (内海みゆき&コンフント・エスパシオ) 

(3分 35秒) 

＜EPIC ESCB1159＞ 

 

「コーヒー・イン・ザ・モーニング・アンド・キス・イン・ザ・ナイト」 (ザ・ストールン・スウィーツ) 

(2分 58秒) 

＜THE STOLEN SWEETS NO NUMBER＞ 

 

 

 



「ワン・モア・カップ・オブ・コーヒー」 (ンディア・ダヴェンポート) 

(3分 52秒) 

＜V2 REC. 63881-27040-2＞ 

 

「オシャラ・キ・ショヴァ・カフェ」 (フアン・ルイス・ゲーラ) 

(4分 12秒) 

＜KAREN PUBLISHING 107930174-2＞ 

 

「ポントロバート」 (ケヴ・ホッパー) 

(2分 19秒) 

＜AFTER HOURS AH-117＞ 

 

「一杯のコーヒーから」 (雪村いづみ&キャラメル・ママ) 

(3分 50秒) 

＜日本コロムビア COCA-12155＞ 

 

「カリオカの夜」 (シヴーカ、エポカ・ヂ・オウロ) 

(4分 02秒) 

＜TELDEC 8573-82368-2＞ 

 

「“最後の七つの歌”から 私はこの世に忘れられ」マーラー作曲 

(6分 52秒) 

(メゾ・ソプラノ)ジャネット・ベイカー 

(管弦楽)ハレ・オーケストラ 

(指揮)ジョン・バルビローリ 

＜EMI 7243 5 66996 2 5＞ 

 

「ダスト・イン・マイ・コーヒー」 (ウッフェ・スティーン) 

(5分 55秒) 

＜STUNT REC. STUCD04092＞ 

 

「コーヒー・ソング」 (ヒルデガルト・クネフ) 

(1分 57秒) 

＜my jazz 06007 5317403＞ 

 

「コーヒー・オア・ティー?」 (ゴンチチ) 

(2分 07秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

 



「ザ・コンチネンタル」 (小林千代子) 

(2分 03秒) 

＜VICTOR VICJ-60718＞ 

 

「ザ・コンチネンタル」 (イリアーヌ) 

(2分 58秒) 

＜東芝 EMI TOCJ-5595＞ 

 

「ジェマヤ・アフロ・スイート」 (ルイス・バジェ&アフロ・キューバミーゴス) 

(3分 12秒) 

＜HOT RIVER REC. HOTRCD-005＞ 

 

「魔女」 (オネイラ) 

(4分 48秒) 

＜オルターポップ ERPCD-15021＞ 

  



2012年 4月 14日（土）ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

－ 睡眠の音楽 － 

 

「眠りの島」 (ゴンチチ) 

(4分 43秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1058＞ 

 

「オン・スリーピング」 (スティーヴン・スタインブリンク) 

(3分 42秒) 

＜GILGONGO REC. #27＞ 

 

「ヒプノティック」 (マーティン・デニー) 

(3分 07秒) 

＜SCAMP REC. SCP9714-2＞ 

 

「ララバイ・オブ・バードランド」 (エスキヴェル) 

(2分 01秒) 

＜WOUNDED BIRD REC. WOU2225＞ 

 

「スリーピン・ビー」 (カサンドラ・ウィルソン) 

(2分 45秒) 

＜THE BLUE NOTE 5099950769926＞ 

 

「リリー・オブ・ザ・ヴァレー」 (遊佐未森) 

(3分 39秒) 

＜ヤマハ・ミュージック・コミニュケーションズ YCCW-10167＞ 

 

「ジャパニーズ・サンドマン」 (ベニー・グッドマン楽団) 

(3分 27秒) 

＜BMG BVCJ-38141，38142＞ 

 

「アイル・シー・ユー・イン・マイ・ドリーム」 (映画“ギター弾きの恋”オリジナル・サウンドトラック) 

(2分 00秒) 

＜SONY REC. SRCS2402＞ 

 

「夢で逢いましょう」 (山口淑子、灰田勝彦) 

(3分 05秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICL-60337＞ 

 

 



「ゴールデン・スランバー」 (ピアノ:高橋アキ) 

(3分 31秒) 

＜東芝 EMI TOCE13320＞ 

 

「シャディー・グローヴ」 (ヘディー・ウェスト) 

(1分 55秒) 

＜キングレコード KICP2026＞ 

 

「スランバー・マイ・ダーリン」 

(ヨーヨー・マ、エドガー・メイヤー、マーク・オコナー、アリソン・クラウス) 

(4分 53秒) 

＜AMERICAN ROOTS PUBLISHING591594-2＞ 

 

「アヴェ・マリア」 (チューリッヒ少年合唱団) 

(3分 09秒) 

＜TUDOR 7029＞ 

 

「ドント・ユー・ウォリー・アバウト・ア・シング」 (ニューヨーク・ヴォイセズ) 

(4分 31秒) 

＜MANCHESTER CRAFTSMEN’SGUILD MCGJ1031＞ 

 

「歌劇“浜辺のアインシュタイン”から“ベッド”」 

フィリップ・グラス作曲 

(3分 40秒) 

(演奏)ザ・フィリップ・グラス・アンサンブル 

(指揮)マイケル・リースマン 

＜SONY CLASSICS 8869191720＞ 

 

「夜行“霜編”」 (泊) 

(3分 08秒) 

＜BLUES INTERACTION PCD-22326＞ 

 

「ステファネ・ヴィジテ・アパ」 (映画“ザ・サイエンス・オブ・スリープ”サウンドトラック) 

(1分 19秒) 

＜ASTRALWERKSA7301094637092224＞ 

 

「眠そうな子供達」 (ゴンチチ) 

(4分 22秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1063＞ 

 



「灯りを消さずに」 (川畑文子) 

(2分 41秒) 

＜日本コロムビア BRIDGE188＞ 

 

「バイ・バイ・ブラックバード」 (ポール・マッカートニー) 

(3分 06秒) 

＜HEAR MUSIC/CONCORD 7233369＞ 

 

「フリー・フォール」 (クレア・フィッシャー) 

(4分 39秒) 

＜DISCOVERY REC. WQCP-1154＞ 

 

「私の愛など忘れて」 (ロサ・グスマン、セルヒオ・バルデオス、エドワルド・ペレス) 

(3分 39秒) 

＜BEANS REC. BNSCD786，787＞ 

  



2012年 4月 7日（土）ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

－ ニューな音楽 － 

 

「ニューヨーク・イン・ジ・アフターヌーン」 (ゴンチチ) 

(5分 45秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「ア・ニュー・ラヴ」 (ジ・インプレッションズ) 

(2分 11秒) 

＜P-VINE PCD-4313＞ 

 

「劇付随音楽“夏の夜の夢”から 結婚行進曲」 

メンデルスゾーン作曲 

(5分 01秒) 

(管弦楽)フィルハーモニア管弦楽団 

(指揮)オットー・クレンペラー 

＜東芝 EMI TOCE-3064＞ 

 

「ヌオヴォ・シネマ・パラディソ (ニュー・シネマ・パラダイス)」 (ファブリッツィオ・ボッソ) 

(6分 03秒) 

＜MUSIC FROM EMI0946-389462-2-9＞ 

 

「ニュー・ファスト」 (DNA) 

(1分 14秒) 

＜NO MORE REC. NO NUMBER＞ 

 

「ドント・レット・ユア・ディール・ゴー・ダウン」 (ザ・ニュー・ロスト・シティー・ランブラーズ) 

(2分 40秒) 

＜RHINO R2 74264＞ 

 

「ザ・レッスン」 (ローラ・ジェイ・マーティン) 

(3分 49秒) 

＜STATICCA RAVAN ORG VAN237＞ 

 

「アイル・トライ・サムシング・ニュー」 （スモーキー・ロビンソン・アンド・ザ・ミラクルズ） 

(2分 37秒) 

＜MOTOWN RECORD COMPANY37463-6334-2＞ 

 

 

 



「ニュー・デイ」 (サン・ラー) 

(5分 51秒) 

＜コロムビア MG-12169＞ 

 

「バレエ音楽“春の祭典”から いけにえの踊り」 

ストラヴィンスキー作曲 

(4分 20秒) 

(演奏)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 

＜UNIVERSAL UCCG-1506＞ 

 

「ズーパー」 (ノイ!) 

(3分 07秒) 

＜P-VINE PCD-23220＞ 

 

「ヒアー・オールド・ラトラー・ヒアー、セント・フォー・マイ・フィドル・セント・フォー・マイ・バウ、 

ジョージ・バック」 (エリザベス・コットン) 

(3分 45秒) 

＜SMITHSONIAN FOLKWAYSSFCD40009＞ 

 

「ア・ニュー・リーフ」 (ジミー・リード) 

(2分 40秒) 

＜P-VINE PCD4292＞ 

 

「ブラン・ニュー・デイ」 (10CC) 

(4分 04秒) 

＜MERCURY PHCR-4417＞ 

 

「ニュー・チューン」 (ジェームス・テイラー) 

(1分 37秒) 

＜WARNER BROS. WPCR-2515＞ 

 

「アセンション・プリーズ」 (シャブド) 

(4分 40秒) 

＜自主制作 NO NUMBER＞ 

 

「ニュー・ボーン・アゲイン」 (サザン・サンズ・クァルテット) 

(2分 31秒) 

＜P-VINE PCD-2186＞ 

 



「ニュー・モーニング」 (ボブ・ディラン) 

(3分 56秒) 

＜SONY MUSIC SICP2006＞ 

 

「初恋」 (チチ松村) 

(3分 36秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-12001＞ 

 

「津軽海峡冬景色」 (ホセ・リベルテーラ) 

(2分 26秒) 

＜東芝 EMI EOS-60029＞ 

 


