
7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　- 球体の音楽 - 

 

「コロガルウズラノタマゴ」 (ゴンチチ) 

(1分 10秒) 

＜EPIC ESCL3738＞ 

 

「アンダー・マイ・サム」 (ローリング・ストーンズ) 

(3分 44秒) 

＜LONDON 820050-2＞ 

 

「マイ・エヴリデイ・バルーンズ」 (ミュゼット) 

(3分 49秒) 

＜HAPNA PDIP-6523＞ 

 

「ボリーニャ・ヂ・サバォン」 (オルランヂーヴォ) 

(2分 48秒) 

＜東芝 EMI TOCP-67178＞ 

 

「マンハッタン」 (エラ・フィッツジェラルド) 

(2分 51秒) 

＜REGIS REC. FRC6133＞ 

 

「サンデイ・バスケットボール」 (ピーター・ゴールウェイ) 

(2分 58秒) 

＜VIVID SOUND CORP. VS-1003＞ 

 

「バラデロの月」 (グユン・イ・ス・グルーポ) 

(2分 42秒) 

＜DISCO CARAMBA CRACD-244＞ 

 

「メニーナ・ダ・ルア」 (マリア・ヒタ) 

(5分 38秒) 

＜WEA MUSIC 5.05047E+12＞ 

 

「バウンス・バウンス」 HILARY HAHN作曲 

(2分 28秒) 

(バイオリン)ヒラリー・ハーン 

(プリペアード・ピアノ)ハウシュカ 

＜UNIVERSAL UCCG-15764790427＞ 



「アクロス・ザ・ユニバース」 (フィオナ・アップル) 

(5分 07秒) 

＜SONY MUSIC SRCS8932＞ 

 

「ザ・ダーク・エンド・オブ・ザ・ストリート」 

(ジェイムズ・カー) 

(2分 20秒) 

＜VIVID SOUND CORP. VG3001＞ 

 

「プレイアデス舞曲集 3から 球形のロマンス」 吉松隆・作曲 

(1分 37秒) 

(ピアノ)田部京子 

＜コロムビア COCQ-84555＞ 

 

「バブル」 (キング・クレオゾート、ジョン・ホプキンス) 

(5分 35秒) 

＜Domino Rec. DS0380＞ 

 

「ビハインド・スターズ」 

(エスビョルン・スヴェンソン・トリオ) 

(3分 44秒) 

＜ACT MUSIC ACT9029-1＞ 

 

「ダウン・オン・ザ・リヴァーベット」 (デイヴ・アルヴィン) 

(4分 12秒) 

＜YEP REC. YEP2118＞ 

 

「ノヴェーロ・ヂ・ラン」 (マルコス・ヴァーリ) 

(2分 05秒) 

＜東芝 EMI TOCP-65819＞ 

 

「ティリー・バターボール」 (ジャッキー・バイアード) 

(5分 14秒) 

＜NEW JAZZ OJCCD-1879-2＞ 

 

「赤い風船」 (加藤登紀子) 

(2分 44秒) 

＜POLYDOR SDR-1221＞ 

 

 



「ピン・ポン・ソング」 (ゴンチチ) 

(4分 04秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 

 

「マイ・トゥルー・カントリー」 (ポール・ブキャナン) 

(2分 18秒) 

＜NEWS ROOM ROOM01＞ 

 

「ロスト」 (ポール・ブキャナン) 

(2分 23秒) 

＜NEWS ROOM ROOMX01＞ 

 

「ハヴ・ユー・エヴァー・ロンリー」 (ポール・ブキャナン) 

(3分 04秒) 

＜NEWS ROOM ROOMX01＞ 

 

 

  



2012年 7月 21日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- ポケットの音楽 - 

 

「いちばん大事なもの」 (ゴンチチ) 

(4分 42秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1157＞ 

 

「ポケットの中に」 (大山のぶ代、ヤング・フレッシュ) 

(3分 00秒) 

＜コロムビア SCS534＞ 

 

「東京キッド」 (美空ひばり) 

(3分 02秒) 

＜コロムビア COCP-35317＞ 

 

「ポケットフル・オブ・ミラクルズ」 (ハーパース・ビザール) 

(2分 48秒) 

＜WARNER WPCR-974＞ 

 

「エンプティ・ポケッツ」 (ハービー・ハンコック) 

(6分 10秒) 

＜MUSIC FROM EMI 094635608526＞ 

 

「アーリー・イン・ザ・モーニング」 (C.W.ストーンキング) 

(3分 26秒) 

＜SHOCK REC. KHR-02＞ 

 

「マネー・イン・マイ・ポケット」 (デニス・ブラウン) 

(2分 26秒) 

＜TROJAN TJJCD001＞ 

 

「キープ・ユア・ハンズ・アウト・オブ・マイ・ポケット」 (ソニー・ボーイ・ウィリアムソン) 

(3分 25秒) 

＜MCA REC. CHD9377＞ 

 

「ポケット・トランジスタ」 (アルマ・コーガン) 

(2分 24秒) 

＜東芝 EMI DRF-6012＞ 

 

 



「ニュー・アライバル」 (ジョージ・コールマン) 

(7分 21秒) 

＜TIME LESS TLJ74509＞ 

 

「ポケットフル・オブ・レインボーズ」 (YMO) 

(4分 52秒) 

＜東芝 EMI TOCT-8010＞ 

 

「お気に入りのハンカチ」 (マリーザ・モンチ) 

(3分 19秒) 

＜MUSIC FROM EMI 50999 08529428＞ 

 

「酒がのみたい」 (バートン・クレーン) 

(1分 30秒) 

＜コロムビア BRIDGE-066＞ 

 

「家へかえりたい」 (バートン・クレーン) 

(3分 12秒) 

＜コロムビア BRIDGE-066＞ 

 

「ロケット・イン・マイ・ポケット」 (リトル・フィート) 

(3分 11秒) 

＜WARNER BROS. WPCP-5689＞ 

 

「コーン・ウイスキー」 (ドリンク・スモール) 

(3分 14秒) 

＜SOUTH LAND SLP-1＞ 

 

「レントよりなおゆっくりと」 ドビュッシー作曲 

(4分 14秒) 

(ピアノ)サンソン・フランソワ 

＜MUSIC FROM EMI TOCE-14061＞ 

 

「クローズド・ブック」 (ゴンチチ) 

(6分 28秒) 

＜EPIC ESCB1901＞ 

 

「アフロ・ブルー」 (カル・ジェイダー) 

(1分 43秒) 

＜REAL GONE RGJCD277＞ 



「アフロ・ブルー」 (ロバート・グラスパー・エクスペリメント) 

(2分 05秒) 

＜BLUE NOTE 0883332＞ 

 

「アルファ」 (マリエム・ハッサン) 

(2分 10秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-596＞ 

 

「ヒイラヴェ」 (レネ・パウロ、シリル・パヒヌイ) 

(4分 08秒) 

＜リスペクトレコード RES-213＞ 

 

 

  



2012年 7月 14日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- フランスの音楽 - 

 

「僕のシャンソン」 (チチ松村) 

(5分 07秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1446＞ 

 

「ア・フレンチ・タッチ」 (セイ・タカハシ) 

(3分 47秒) 

＜自主制作＞ 

 

「マドモアゼル・ド・パリ」 (ジャクリーヌ・フランソワ) 

(3分 07秒) 

＜MEMBRAN MUSIC 222256-205＞ 

 

「優しきフランス」 (ジャン・コルティ、ラシッド・タハ) 

(3分 39秒) 

＜オルターポップ ERPCD-17007＞ 

 

「ソナタ 作品 11から 第 1楽章」 モーリス・エマニュエル作曲 

(4分 05秒) 

(レ・ヴァン・フランセ) 

＜東芝 EMI TOCE-55720＞ 

 

「ウイ・オール・フォール・ダウン」 (マーク・フライ・アンド・ジ・ア・ローズ) 

(5分 34秒) 

＜Second Language SL013＞ 

 

「マダム」 (オルケストル・ナシオナル・ドゥ・バルベス) 

(4分 15秒) 

＜SOUDANI ARPCD-6126＞ 

 

「ジャンゴ」 (クワイア) 

(4分 34秒) 

＜BMG ファンハウス BVCM-37305＞ 

 

「アミ・ロロ」 (カリ) 

(4分 27秒) 

＜オマガトキ OMCX-1080＞ 

 



「パリ祭」 (リス・ゴーティ) 

(3分 18秒) 

＜東芝 EMI CP20-5645＞ 

 

「エヴリン」 (マルコム・ホルコム) 

(3分 31秒) 

＜ECHO MOUNTAIN ARGA006＞ 

 

「ホス・ライガ」 (ソミ・デ・グラナダ) 

(5分 08秒) 

＜オルターポップ ERPCD-17008＞ 

 

「ハープシコード曲集から ロンド形式のジーグ ホ短調」 ラモー作曲 

(2分 28秒) 

(ピアノ)ツィモン・バルト 

＜ONDINE ODE1067-2＞ 

 

「メグレ警視のテーマ」 (ダニエル・コラン) 

(2分 23秒) 

＜RESPECT REC. RES-156＞ 

 

「フルートとハープのためのソナタから 第 1楽章」 ダマーズ作曲 

(6分 13秒) 

(フルート)ジャン・ピエール・ランパル 

(ハープ)リリー・ラスキーヌ 

＜ERATO 2292-458＞ 

 

「メニルモンタン、マック・ザ・ナイフ」 (ゴンチチ) 

(3分 01秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

 

「クロース・トゥ・ユー」 (オルケスタ・デ・ラ・ルス) 

(3分 08秒) 

＜BMG JAPAN BVCK-1805＞ 

 

「クロース・トゥ・ユー」 (ウェイン・ホルヴィッツ) 

(2分 24秒) 

＜TZADIK TZ7114＞ 

 

 



「アルマ」 (カリーマ、マカコ) 

(2分 30秒) 

＜ビーンズレコード BNSCD-8889＞ 

  



2012年 7月 7日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- andの音楽 - 

 

「バード・アンド・キャット」 (ゴンチチ) 

(4分 49秒) 

＜EPIC/SONY 32/8H-5087＞ 

 

「アンド・アイ・ラヴ・ヒム」 (ナンシー・ウィルソン) 

(2分 20秒) 

＜CAPITOL REC. T-2495＞ 

 

「ロスト・アンド・ファウンド」 (ジョン・ストーウェル、マイケル・ジルバー) 

(6分 41秒) 

＜ORIGIN REC. CD86831＞ 

 

「ザ・キング・アンド・ミー」 (ベニー・グッドマン) 

(4分 53秒) 

＜ESSENTIAL JAZZ CLASSICS EJC55472＞ 

 

「アダム・アンド・イヴ・イン・ザ・ガーデン」 (ボーガス・ベン・コヴィントン) 

(2分 42秒) 

＜OLD HAT ENT. OLD HAT CD-1005-2＞ 

 

「ノヴェンバー・ステップス(一部)」 武満徹・作曲 

(5分 13秒) 

(尺八)横山勝也 

(琵琶)鶴田錦史 

(管弦楽)サイトウ・キネン・オーケストラ 

(指揮)小澤征爾 

＜PHILIPS PHCP-21036＞ 

 

「チェンバー・ツー」 (クリスチャン・ナウヨクス) 

(2分 06秒) 

＜dial CD24＞ 

 

「サースティー・アンド・ミゼラブル」 (レミー) 

(2分 12秒) 

＜CASTLE MUSIC CMEDD1205＞ 

 

 



「白い波」 (ユキ&ヒデ) 

(2分 54秒) 

＜POLYDOR SDP2006＞ 

 

「ユーヴ・メイド・ミー・ヴェリー・ハッピー」 (ブラッド・スウェット・アンド・ティアーズ) 

(3分 26秒) 

＜COLUMBIA 13-33168＞ 

 

「ベル・アンド・ポンス(アット・ザ・ムーヴィー・ショウ)」 (オル・ダラ) 

(3分 50秒) 

＜ATLANTIC AMCY7238＞ 

 

「ディッド・ユー」 (ジェー・テックス&ザ・ヴォランティアーズ) 

(4分 06秒) 

＜HEPTOWN REC. HTR037＞ 

 

「わたし祈ってます」 (敏いとうとハッピー&ブルー) 

(3分 50秒) 

＜テイチク US-821＞ 

 

「ライム・ジェリー・グラス」 (レナルド&ザ・ローフ) 

(2分 40秒) 

＜RALPH RL-8108＞ 

 

「ザ・ブリーズ・アンド・アイ」 (シャドウズ) 

(2分 51秒) 

＜EMI REC. CDP7971752＞ 

 

「映画“友情ある説得”から メイン・タイトル、リトル・ジェス・アンド・サマンサ」  

(ディミトリ・ティオムキン) 

(4分 23秒) 

＜VARESE SARABANDE VSD-5828＞ 

 

「ウージャマクージャ」 (ヘレン・ヒュームズ&ハー・オーケストラ) 

(2分 40秒) 

＜ace Rec. CDCHD1256＞ 

 

「ミー・アンド・マイ・シャドウ」 (ローズ・マーフィー) 

(2分 43秒) 

＜UNIVERSAL/VICTOR MVCE24046＞ 



「ファーザー・アンド・サン」 (ジョニー・キャッシュ、フィオナ・アップル) 

(2分 48秒) 

＜american recording 024986133-2＞ 

 

「アスピリン&アレルギー」 (ゴンチチ) 

(2分 35秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1058＞ 

 

「夢のウエディングベル」 (ポール&ポーラ) 

(2分 09秒) 

＜PHILIPS SFL-3080＞ 

 

「ドードー」 (アカレ・フーベ) 

(4分 30秒) 

＜オルターポップ AFPCD35331＞ 


