
2012年 6月 30日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

世界の快適音楽セレクション　　- トロの音楽 - 

 

「忘我の調べ」 (ゴンチチ) 

(3分 24秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 

 

「カム・ソフトリー・トゥー・ミー」 (フリートウッズ) 

(2分 25秒) 

＜LIBERTY S-77188＞ 

 

「ヴァルサ・エクサルタカオ」 (マリオ・アジネ) 

(4分 31秒) 

＜BISCOITO FINO BF336＞ 

 

「あゆ」 (宮沢昭) 

(6分 13秒) 

＜VICTOR THCD-026＞ 

 

「レクイエム 作品 9から 入祭唱」 デュリュフレ作曲 

(3分 42秒) 

(合唱)コロンヌ合唱団 

(管弦楽)コロンヌ管弦楽団 

(指揮)ミシェル・コルボ 

＜ERATO WPCS-11495＞ 

 

「ブルー・トロンボーン・パート 1」 (J.J.ジョンソン) 

(4分 20秒) 

＜SONY SRCS7131＞ 

 

「デリー・フラテリー」 (クライブ・キャロル) 

(3分 05秒) 

＜P3 MUSIC LC13135＞ 

 

「こうもりが飛ぶ頃」 (はちみつぱい) 

(6分 12秒) 

＜KING REC. KICS-2028＞ 

 

 

 



「アイス・クリーム・フォー・クロウ」 (キャプテン・ビーフハート&ヒズ・マジック・バンド) 

(4分 27秒) 

＜RIHNO R275863＞ 

 

「ザ・ランゲージ・オブ・ラブ」 (ザ・イントゥリグス) 

(3分 08秒) 

＜YEW REC. 1012 A＞ 

 

「素晴らしき紅マグロの世界」 (谷山浩子) 

(2分 19秒) 

＜YAMAHA YCCW-1029＞ 

 

「ウィーク・ナンバー1」 (ファブリッツォ・パテルリーニ) 

(2分 18秒) 

＜FABRIZIO PATERLINI REC. FPR～03～＞ 

 

「想い出のストロベリーフィールズ」 (山口百恵) 

(4分 02秒) 

＜CBS SONY 09SH 894＞ 

 

「別れ」 (映画“マエストロとマルゲリータ”オリジナル・サウンドトラック) 

(3分 54秒) 

＜BMG JAPAN BVCM-31170＞ 

 

「“子供の情景”から トロイメライ」 シューマン作曲 

(2分 24秒) 

(ピアノ)ウラディーミル・ホロヴィッツ 

＜UNIVERSAL POCG-20079＞ 

 

「プリーズ・センド・ミー・サムワン・トゥー・ラブ」 (ポール・バターフィールズ・バター・デイズ) 

(5分 09秒) 

＜RHINO R2 70877＞ 

 

「ホールド・ミー・クロース・トゥナイト」 (スタンリー・ブラック) 

(3分 15秒) 

＜VOCALION CDLK4101＞ 

 



「ザッツ・ハウ・ストロング・マイ・ラヴ・イズ」 (O.V.ライト) 

(3分 00秒) 

＜P-VINE PCD-7307＞ 

 

「ああなんてやわらかいんだろう」 (ゴンチチ) 

(4分 03秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1309＞ 

 

「“エル・マエストロ”から ファンタシア 第 3番」 ルイス・デ・ミラン作曲 

(2分 02秒) 

(ビウエラ)ホルヘ・フレスノ 

＜東芝 EMI TOCE-6260＞ 

 

「この夜の夢」 (林拓) 

(2分 10秒) 

＜ALGA REC. ALGA2＞ 

 

  



2012年 6月 23日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- 口で奏でる音楽 - 

 

「ランド・アット・アロハ(イポイポ)」 (ゴンチチ) 

(2分 14秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「スピックス・アンド・スペックス」 (リチャード・ヒューソン・オーケストラ) 

(1分 41秒) 

＜POLYDOR UICY-3564＞ 

 

「無伴奏チェロ組曲 第 6番から“プレリュード”」 (清水靖晃) 

(6分 21秒) 

＜VICTOR VICP63779，63780＞ 

 

「ソフィスティケイテッド・レディ」 (ラス・ガルシア) 

(2分 35秒) 

＜EL REC. ACMEM160CD＞ 

 

「トゥ・ザ・オーダー・オブ・ナイト」 (バルモーヒア) 

(4分 48秒) 

＜WEST 092＞ 

 

「ホイッスル・ソング」 (フランキー・ナックルズ) 

(6分 57秒) 

＜VIRGIN VJCP-28080＞ 

 

「ヤール・カム」 (ピート・ドレイク・ウィズ・シンガーズ) 

(2分 14秒) 

＜GUSTO GT-0685-2＞ 

 

「オ・アーモル・エー・オ・メウ・パイス」 (グレゴア・マレ、トゥーツ・シールマンス) 

(6分 12秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICJ61663＞ 

 

「時代は変わる」 (ボブ・ディラン) 

(3分 16秒) 

＜SONY MUSIC DIRECT MHCP1214＞ 

 

 



「レイヴンスウッド」 (ジェフ・ラング) 

(4分 21秒) 

＜P-VINE PCD93082＞ 

 

「けむり」 (栗コーダー・カルテット) 

(3分 26秒) 

＜SABOTEN BROS. DDCZ-1163＞ 

 

「とこしえに統べる方を」 (ヤン・ガルバレク、ヒリヤード・アンサンブル) 

(5分 36秒) 

＜POLYDOR K.K. POCC-1022＞ 

 

「ネイチャー・ボーイ」 (ジョン・ハッセル、ロヌ・マジャンダール) 

(2分 45秒) 

＜WARNER LILY ACOUSTICS WLA-CS-70-CD＞ 

 

「ケメ・ブレマ」 (ソリ・カンジャ・クヤーテ) 

(13分 22秒) 

＜STERNS MUSIC STCD3061＞ 

 

「クルトが町を行く」 (ゴンチチ) 

(3分 37秒) 

＜EPIC/SONY ESCB10163＞ 

 

「マシャ・バイーア」 (キーニョ) 

(3分 03秒) 

＜OI MUSICA OIM017＞ 

 

「ナモラ・コミーゴ」 (マルチナーリア) 

(3分 47秒) 

＜BISCOITO FINO BF148-2＞ 

  



2012年 6月 9日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- パパの音楽 - 

 

「父と母」 (ゴンチチ) 

(3分 11秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1420＞ 

 

「パパズ・ガット・ア・ブランニュー・バッグ」 (ジェームズ・ブラウン) 

(2分 07秒) 

＜UNIVERSAL PROI-1006＞ 

 

「パパ・ウォズ・ア・ローリング・ストーン」 (デヴィッド・リンドレー) 

(5分 00秒) 

＜WARNER PIONEER Co. 25P2-2160＞ 

 

「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」 (ケニー・ランキン) 

(3分 52秒) 

＜slydog SLY3006C＞ 

 

「プリティ・クロウィング・チキン」 (マーティン・シンプソン) 

(2分 53秒) 

＜TOPIC REC. 7 4466-2＞ 

 

「オー・パパ」 (マリア・マルダー) 

(3分 16秒) 

＜REPRISE REC. P-8522R＞ 

 

「元祖天才バカボンの春」 (こおろぎ’73 とコロムビアゆりかご会) 

(2分 21秒) 

＜東京ムービー TMS-304＞ 

 

「サムシング・スチューピッド」 (ナンシー・シナトラ、フランク・シナトラ) 

(2分 34秒) 

＜RHINO R2 75885＞ 

 

「ブリッジング・ザ・ギャップ」 (ナズ、オル・ダラ) 

(4分 00秒) 

＜SONY MUSIC SICP2290＞  

 



「アグラベイティング・パパ」 (ベッシー・スミス) 

(3分 19秒) 

＜コロムビア !DP092969＞ 

 

「エペロ」 (パパ・ウェンバ) 

(4分 03秒) 

＜meldac MECP-25014＞ 

 

「トワーズ・ザ・サン」 (アレクシー・マードック) 

(4分 15秒) 

＜ZERO SUMMER REC. NO NUMBER＞ 

 

「スウィム」 (パパズ・カルチャー) 

(5分 11秒) 

＜ELEKTRA ENTERTAINMENT 9 61432-2＞ 

 

「マイ・ハート・ビロングス・トゥ・ダディ」 (スールヴァイグ・シュレッタイェル) 

(6分 48秒) 

＜BOMBA REC. BOM22154＞ 

 

「ソング・フォー・ジュリー」 (ジェシ・コリン・ヤング) 

(4分 57秒) 

＜WARNER BROS. P-8386W＞ 

 

「ベベウ」 (ジョアン・ジルベルト) 

(3分 09秒) 

＜POLYDOR POCJ-2557＞ 

 

「シマリス一家のくるみひろい」 (ゴンチチ) 

(2分 36秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1420＞ 

 

「ストロール・オン」 (ヤードバーズ) 

(2分 44秒) 

＜SONY MUSIC AK52418＞ 

 

「フェイト・プラ・アカバール」 (ゼー・ミゲル・ウィズ・ニッキ) 

(5分 04秒) 

＜CIRCUS BRAZIL 7898418581654＞ 

 



「グラスハウス」 (伊藤ゴロー) 

(5分 12秒) 

＜WACOAL ART CENTER XQAW-1102＞ 

  



2012年 6月 2日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- 葉の音楽 - 

 

「お茶と正座」 (スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン、ミナクマリ) 

(3分 27秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-18001＞ 

 

「フィグ・リーフ・ラグ」 (マックス・モラス) 

(5分 01秒) 

＜NORMACKS OCD3013＞ 

 

「黒い落葉」 (水原弘) 

(3分 06秒) 

＜東芝 EMI TOCT-24041＞ 

 

「枯葉」 (コラ・ヴォケール) 

(3分 01秒) 

＜東芝 EMI CP20-5645＞ 

 

「歌曲集“冬の旅”から 菩提樹」 シューベルト作曲 

(4分 36秒) 

(バリトン)ディートリッヒ・フィッシャー・ディースカウ 

(ピアノ)ジェラルド・ムーア 

＜UNIVERSAL UCCG-7089＞ 

 

「カルミナ・ブラーナ・ファンタジー」 (サンディー・ブル) 

(2分 43秒) 

＜VANGUARD VSD79119＞ 

 

「バラのルムバ」 (二葉あき子) 

(3分 23秒) 

＜コロムビア COCA-10764＞ 

 

「オルフェの歌」 (ペギー葉山) 

(3分 32秒) 

＜東芝 EMI TOCT-10845＞ 

 

「ティー・イン・マラケッシュ」 (ハミッド・バルーディ) 

(4分 25秒) 

＜STERN’S/EARTHWORKS STEW44CD＞ 



「二人でお茶を」 (スー・レイニー) 

(5分 17秒) 

＜DISCOVERY REC. WQCP-1155＞ 

 

「アーヤー」 (ロバート・グラスパー、ミュージック・ソウルチャイルド&クリセット・ミッシェル) 

(5分 08秒) 

＜MUSIC FROM EMI 509990883327＞ 

 

「チャンチャン」 (コンパイ・セグンド) 

(4分 22秒) 

＜GASA PCS-476＞ 

 

「木の葉の子守唄」 (メル・トーメ) 

(2分 20秒) 

＜CAPITOL CDP589941＞ 

 

「遥かなるアラモ」 (ブラザーズ・フォア) 

(2分 49秒) 

＜SONY MUSIC DRF-6005＞ 

 

「映像第 2集から 葉ずえを渡る鐘」 ドビュッシー作曲 

(4分 23秒) 

(ピアノ)アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ 

＜UNIVERSAL UCCG-2023＞ 

 

「記憶と宿命」 (エグベルト・ジスモンチ) 

(4分 00秒) 

＜ボンバレコード BOM24189＞ 

 

「ティー・アンド・ケイク」 (ゴンチチ) 

(3分 07秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1309＞ 

 

「ソー・ホワット」 (チック・コリア、ロン・カーター) 

(2分 40秒) 

＜BMG BVCJ-35112＞ 

 

「ソー・ホワット」 (チャノ・ドミンゲス) 

(4分 06秒) 

＜BLUE NOTE 5099967945320＞ 



「エル・セプティモ・スエーニョ」 (レナカイ) 

(2分 05秒) 

＜ビーンズ BNSCD-8880＞ 

 

「われらが国」 (ルー・クワール・デ・ラ・プラーノ) 

(2分 55秒) 

＜オルターポップ ERPCD-15022＞ 


