
2012年 5月 26日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

世界の快適音楽セレクション　　- カルテットの音楽 - 

 

「メルティング・モンクス」 (ゴンチチ) 

(3分 07秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「フィフティーフィフス・アンド・ステーツ」 (ズート・シムズ・カルテット) 

(4分 40秒) 

＜MCA REC. MVCR-20055＞ 

 

「イマジーナ」 (クアルテート・マオガニ) 

(4分 11秒) 

＜BISCOITO FINO BF576＞ 

 

「ブルー・エコー、カントリー・ジェントルマン」 (ロサンゼルス・ギター・カルテット) 

(3分 05秒) 

＜TELARC CD-80598＞ 

 

「バレエ音楽“白鳥の湖”から 四羽の白鳥の踊り」 チャイコフスキー作曲 

(1分 31秒) 

(管弦楽)モントリオール交響楽団 

(指揮)シャルル・デュトワ 

＜ポリドール POCL-1245＞ 

 

「ザ・モアー・アイ・シー・ユー」 (シンガーズ・アンリミテッド) 

(4分 05秒) 

＜UNIVERSAL 06025 1794292＞ 

 

「ワ・ハビビ」 (クロノス・カルテット) 

(3分 31秒) 

＜NONESUCH 7559-79828-8＞ 

 

「ラップ・ユア・トラブルズ・イン・ドリーム」 (ハンプトン・ホーズ・カルテット) 

(9分 20秒) 

＜CONTEMPORARY OJCCD-713＞ 

 

「おいしい水」 (クァルテート・エン・シー) 

(2分 28秒) 

＜SONOPRESS CD00100/7＞ 



「世の終わりのための四重奏曲 から 水晶の典礼」 メシアン作曲 

(2分 39秒) 

(アンサンブル・ワルター・ブイケンス) 

＜harmonia mundi HMA1951348＞ 

 

「マレット・カルテット から 第 1楽章 ファスト」 スティーヴ・ライヒ作曲 

(6分 47秒) 

(ソー・パーカッション) 

＜NONESUCH 7559796457＞ 

 

「過ぎ去る景色」 (スーマー) 

(3分 39秒) 

＜自主制作 NO NUMBER＞ 

 

「愛していないのなら」 (エリアデス・オチョア&カルテート・パトリア) 

(2分 50秒) 

＜東芝 EMI VJCP-68252＞ 

 

「マンボ・イン」 (プエルトサックス) 

(3分 57秒) 

＜angel torres NO NUMBER＞ 

 

「ウデュゲン・タイガ」 (フーン・フール・トゥ) 

(8分 54秒) 

＜WORLD VILLAGE 468107＞ 

 

「氷と水のワルツ」 (ゴンチチ) 

(2分 41秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「小舟」 (リリー・アブレウ) 

(2分 13秒) 

＜Quindecim Rec. QP151＞ 

 

「小舟」 (ワンダ・サー&ホベルト・メネスカル) 

(2分 50秒) 

＜PolyGram FRCZ-1001＞ 

 

 

 



「小舟」 (ジョアン・ドナート) 

(2分 09秒) 

＜BMGビクター BVCP-7324＞ 

 

「来夏世」 (大島保克、鳩間可奈子) 

(1分 35秒) 

＜VICTOR CDS-2912＞ 

 

  



2012年 5月 19日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- ビーバーとワニの音楽 - 

 

「水の誘惑」 (ゴンチチ) 

(3分 11秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1157＞ 

 

「ビーバー・ジャンクション」 (カウント・ベイシー楽団) 

(3分 38秒) 

＜徳間ジャパン TKCF-77052＞ 

 

「ウェル・ケプト・シークレット」 (ビーバー・ハリス・トリオ) 

(5分 33秒) 

＜dizim rec. 4103＞ 

 

「イーガービーバー」 (スタン・ケントン楽団) 

(3分 02秒) 

＜NAXOS 8.120703＞ 

 

「ポロネーズ イ短調」 オギンスキ作曲 

(3分 22秒) 

(バイオリン)鰐淵賢舟 

＜ローム・ミュージック・ファンデーション RMFSP-J027＞ 

 

「アリゲーター・ウーマン」 (キャミオ) 

(3分 42秒) 

＜PolyGram CCLP2021＞ 

 

「マイン」 (ハービー・ニコルス・トリオ) 

(4分 03秒) 

＜EMI ミュージック TOCJ-8642＞ 

 

「アリゲーター・ブーガルー」 (ホワイト・キックス) 

(2分 48秒) 

＜東芝 EMI CA32-1520＞ 

 

 

 

 

 



「アイ・キャン・ディグ・イット・ベイビー」 (リトル・ビーバー) 

(5分 46秒) 

＜EMI 724357832823＞ 

 

「リトル・ビーバー」 (レオ・コッケ) 

(1分 37秒) 

＜private PMP-28011＞ 

 

「“リトル・ビーバー・アンド・ジ・エコ”から フレンズ・マイ・フレンズ」 (ジェーン・ホロック) 

(2分 38秒) 

＜Walker Book Ltd. 0504＞ 

 

「ぽつねん」 (小室等) 

(3分 39秒) 

＜For Life FLCF-3649＞ 

 

「ケ・ヴィヴァ・チャンゴ」 (ラサロ・バルデス) 

(5分 30秒) 

＜GRIOT REC. RYU-0003＞ 

 

「フォーエヴァー(・アイル・ニード・ユア・ラブ)」 (ジミー・ブリスコー&ザ・リトル・ビーバーズ) 

(3分 34秒) 

＜P-VINE PCD22231＞ 

 

「シー・ユー・レイター・アリゲーター」 (ボビー・チャールズ) 

(2分 50秒) 

＜MCA VICTOR MVCM-22078＞ 

 

「映画“チェブラーシカ”から 青い列車」 (ウラジミール・ナハブシェフ) 

(3分 27秒) 

＜CHEBURASHKA PROJECT CHEB-3001＞ 

 

「クーリン・ザ・ブルーズ」 (ハンプトン・ホーズ・トリオ) 

(4分 18秒) 

＜COMTEMPORARY OJCCD-421-2＞ 

 

「水辺の人々」 (ゴンチチ) 

(3分 53秒) 

＜EPIC ESCB1901＞ 

 



「雪の華」 (森進一) 

(5分 21秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICL-63472＞ 

 

「ジェイシェ・シャービ」 (アブダラー・ウンバドゥーグー) 

(3分 04秒) 

＜オルターポップ ARPCD-5131＞ 

 

 

  



2012年 5月 12日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- ママの音楽 - 

 

「行ってきます」 (ゴンチチ) 

(3分 21秒) 

＜EPIC ESCL2552＞ 

 

「ハウンド・ドッグ」 (ウィリー・メイ“ビッグ・ママ”ソーントン) 

(2分 52秒) 

＜P-VINE PCD-2517＞ 

 

「ママーザレ」 (シェブ・マミ) 

(3分 56秒) 

＜VIRGIN FRANCE 72438101312＞ 

 

「アイ・リメンバー・ママ」 (アレックス・チルトン) 

(3分 46秒) 

＜BAR/NONE AHAON-110＞ 

 

「歌劇“カヴァレリア・ルスティカーナ”から おかあさん、あの酒は強いね」 マスカーニ作曲 

(3分 35秒) 

(テノール)ルチアーノ・パヴァロッティ 

＜UNIVERSAL UCCD-3111＞ 

 

「マイ・ブラック・ママ」 (サン・ハウス) 

(3分 09秒) 

＜P-VINE PCD-2250＞ 

 

「ヴァーボン・ストリート・ブルース」 (高田渡&ヒルトップ・ストリングス・バンド) 

(3分 50秒) 

＜FOR LIFE FLCF-22192＞ 

 

「ママ好み」 (能登由季子) 

(1分 28秒) 

＜日本マーキュリー MA-0162＞ 

 

「ウォッシュ・ママ・ウォッシュ」 (ドクター・ジョン) 

(3分 35秒) 

＜ATLANTIC AMCY-231＞ 

 



「ホール・ヒープ・オブ・ママ」 (ブラザー・ベル) 

(2分 35秒) 

＜P-VINE PCD3032＞ 

 

「リトル・ママ」 (ルイス・ガスカ) 

(5分 28秒) 

＜BOMBA REC. BST37/BOM24060＞ 

 

「アット・ロング・ラスト・ラヴ」 (オスカー・ピーターソン・トリオ) 

(4分 54秒) 

＜UNIVERSAL 060249875796＞ 

 

「ママの星」 (白川奈美) 

(3分 31秒) 

＜WARNER PCD-1555＞ 

 

「ユー・ニード・ユア・ビート」 (ママ・ギタァ) 

(2分 41秒) 

＜CAPTAIN TRIP CTCD-283＞ 

 

「モーターサイクル・ママ」 (ニール・ヤング) 

(3分 07秒) 

＜WARNER BROS. WPCR-2606＞ 

 

「ママ・トールド・ミー・ノット・トゥ・カム」 (スリー・ドッグ・ナイト) 

(3分 19秒) 

＜DUNHILL 50078＞ 

 

「ママ・ブルース」 (アルヴィノ・レイ) 

(2分 22秒) 

＜DOT REC. DLP3391＞ 

 

「ドリーム・ア・リトル・ドリーム・オブ・ミー」 (ママ・キャス・エリオット) 

(3分 24秒) 

＜UNIVERSAL 982754-3＞ 

 

「五月の雨」 (南正人、キャラメル・ママ) 

(3分 03秒) 

＜キングレコード FJSP-13＞ 

 



「母の子守唄」 (ミュニール・ヌーレッティン・セルチューク) 

(3分 12秒) 

＜AUDI-BOOK AB130＞ 

 

「ホーム・ソング」 (ゴンチチ) 

(3分 28秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1050＞ 

 

「湖に消えた恋」 (ポール・モーリア・グランド・オーケストラ) 

(2分 16秒) 

＜日本フォノグラム SFL-2102＞ 

 

「ただの犬」 (湯浅湾) 

(3分 18秒) 

＜BOID OFFICE BOIDCDY-003＞ 

  



2012年 5月 5日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- 子供の音楽 パート 2 - 

 

「ボーイズ・ソング」 (ゴンチチ) 

(1分 43秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA02102＞ 

 

「ミル・ヴァレー」 (エイブラムズ先生とストロベリー・ポイント小学校 4年生) 

(3分 02秒) 

＜MUZAK INC. MZCF-1244＞ 

 

「フィガー・エイト」 (ブロッサム・ディアリー) 

(3分 02秒) 

＜東芝 EMI TOCT-50760＞ 

 

「ウー・チャイルド」 (ザ・ファイヴ・ステアステップス) 

(3分 19秒) 

＜Squel Rec. NEXCD114＞ 

 

「ブギー・チャイルド」 (ビージーズ) 

(4分 12秒) 

＜WARNER WPZR-30352＞ 

 

「“子供の情景”から トロイメライ」 シューマン作曲 

(2分 55秒) 

(ピアノ)マルタ・アルゲリッチ 

＜UNIVERSAL 002894775878＞ 

 

「恋する娘たち」 (ザ・シャデラックス) 

(3分 51秒) 

＜日本コロムビア JPS5101＞ 

 

「バイレ・パルチンクンドゥン」 (アドリアーナ・パルチンピン) 

(2分 53秒) 

＜SONY MUSIC 8869756532＞ 

 

「オバケの Q太郎」 (石川進) 

(3分 22秒) 

＜コロムビア COCX-34601＞ 

 



「狼、雌鹿と騎士さん」 (アンリ・サルヴァドール) 

(2分 28秒) 

＜UNIVERSAL UICY-1258，1259＞ 

 

「雨の午後には」 (スタン・ゲッツ) 

(2分 41秒) 

＜CBS SONY 25AP-1696＞ 

 

「デュランゴ・キッド」 (トニーニョ・オルタ) 

(5分 32秒) 

＜BIG WORLD BW2012＞ 

 

「デュランゴ・キッド」 (アンドレ・メマーリ) 

(2分 07秒) 

＜MCD MCD406＞ 

 

「シェリー」 (フォー・シーズンズ) 

(2分 33秒) 

＜FLASHBACK R2176508＞ 

 

「サニー・ライト」 (ジャック・デジョネット) 

(5分 41秒) 

＜e one EOM-CD-2403＞ 

 

「映画“大人は判ってくれない”からメインタイトルとパトカー」 

(映画“大人は判ってくれない”サントラ) 

(3分 17秒) 

＜BMG VICTOR BVCP-1072＞ 

 

「トゥ・ア・チャイルド」 (オードラ・マクドナルド) 

(3分 42秒) 

＜NONESUCH 79862-2＞ 

 

「チャイルズ・ソング」 (マレー・マクラクラン) 

(6分 24秒) 

＜EPIC 64969＞ 

 

「子守唄」 (シコ・ブアルキ) 

(1分 40秒) 

＜PHILIPS TDX-377＞ 



「マイル君とパプ谷のクリマロ君」 (ゴンチチ) 

(2分 20秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1060＞ 

 

「テル・ミー・ア・テイル」 (マイケル・キワヌカ) 

(4分 12秒) 

＜POLYDOR 2796207＞ 

 

「バラード 1」 (菊地雅章トリオ) 

(5分 38秒) 

＜UNIVERSAL UCCE-1131＞ 


