
2012年 8月 25日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

世界の快適音楽セレクション　- くり返す音楽 - 

 

「オルゴール」 (ゴンチチ) 

(3分 45秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「ランブル」 (リンク・レイ・アンド・ヒズ・レイ・メン) 

(2分 28秒) 

＜RHINO R2 71601＞ 

 

「フライング・カウズ」 (ラルフ・タウナー) 

(4分 58秒) 

＜ECM REC. ECM1563＞ 

 

「ハロガロ」 (ノイ!) 

(10分 07秒) 

＜GRONLAND LTD. CDGRON1＞ 

 

「三番叟 の冒頭」 

(1分 50秒) 

(三味線)上原真佐喜 

(筝)高橋栄清 

＜日本コロムビア COCF-10658＞ 

 

「ツキ」 (エリザベス・ミッチェル) 

(2分 08秒) 

＜SMITHSONIAN FOLKWAYS REC. SFWCD 45064＞ 

 

「愛のさざなみ」 (奥村チヨ) 

(3分 18秒) 

＜東芝音楽工業 TP7318＞ 

 

「私のように真似て」 (サローマ) 

(3分 49秒) 

＜ボンバレコード BOM2044＞ 

 

「100回も」 (トリオ・マタモロス) 

(3分 11秒) 

＜ボンバレコード BOM4002＞ 



「ロック・ミー・アゲイン・アンド・アゲイン・アンド・アゲイン・アンド・アゲイン・ 

アンド・アゲイン・アンド・アゲイン」 (リン・コリンズ) 

(3分 23秒) 

＜POLYGRAM REC. POCP-7309＞ 

 

「ホエン・アイ・ウォズ・ア・シングル・ガール・アゲイン」  

(ティア・ブレイク・アンド・ハー・フォーク・グループ) 

(2分 31秒) 

＜WATER WARTER241＞ 

 

「あなたのブルース」 (矢吹健) 

(4分 03秒) 

＜テイチク PCD-1521＞ 

 

「ミュージック・フォー・18 ミュージシャンズ・セクション 4」 (スティーブ・ライヒ) 

(5分 45秒) 

＜NONESUCH 79962-2＞ 

 

「路面電車」 (クレイジー・ケン・バンド) 

(5分 04秒) 

＜BLUES INTERACTIONS XNAE-1001＞ 

 

「ネヴァー・デュプリケイティッド」 (ファボラス) 

(4分 00秒) 

＜DESERT STORM REC. 62791-2＞ 

 

「いつになったらこの世は懲りるのか」 (アレマイユ・エシェテ) 

(4分 03秒) 

＜BUDA MUSIQUE 860144＞ 

 

「どうにもとまらない」 (ワンハーツ・スチール・オーケストラ) 

(2分 51秒) 

＜FUNNY TIME LABEL SB-207＞ 

 

「ループ」 (ゴンチチ) 

(2分 47秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

 

 



「デザフィナード」 (サッチャル・ステューディオズ・オーケストラ) 

(4分 35秒) 

＜SACHAL MUSIC 2011 SM019＞ 

 

「マック・ザ・ナイフ(匕首メッキーの唄)」 (黒田進) 

(2分 40秒) 

＜ぐらもくらぶ G10002＞ 

 

  



2012年 8月 18日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q、湯浅学、渡辺亨 

～2012・夏休みスペシャル～ 

- 京都でゆったり音の旅 - 

 

「忘我の調べ」 (ゴンチチ) 

(2分 58秒) 

 

「パウダームーン」 (パイレーツ・カヌー) 

(2分 50秒) 

「バレリーナ・ミーナジェーン」 (パイレーツ・カヌー) 

(4分 25秒) 

「ほたる」 (パイレーツ・カヌー) 

(6分 08秒) 

「サリー・ガーデン」 (パイレーツ・カヌー、チチ松村) 

(5分 37秒) 

～京都・HiFi Cafeで収録～ 

＜2012/7/3＞ 

 

 

「映像第 2集から 荒れた寺にかかる月」 ドビュッシー作曲 

(3分 44秒) 

(ピアノ)サンソン・フランソア 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCE-14061＞ 

 

「理趣経 初段、インストルメンタル摩訶楽」 

(3分 09秒) 

(声明) 真言宗豊山派僧侶 佐藤允彦 

＜VICTOR VICG-24＞ 

 

「アイ・キャン・シー・クリアリー・ナウ」 (ジミー・クリフ) 

(3分 05秒) 

＜SONY SRCS 7500＞ 

 

「“龍安寺”の一部分」 

(2分 32秒) 

(ボイス)ジョン・パトリック・トーマス 

(パーカッション)ジャン・ウィリアムズ 

＜hat ART 153＞ 

 

 



「悲しくてやりきれない」 (ザ・フォーク・クルセダーズ) 

(2分 01秒) 

＜東芝 EMI TOCT-8841＞ 

 

「ル・シアン・キ・トゥルヌ」 (ピエール・ベンスーザン) 

(3分 12秒) 

＜DADGAD MUSIC RECORDS DM1012＞ 

 

「ヒー・ラヴズ・ユー」 (宮崎正子) 

(3分 52秒) 

＜THINK! RECORDS THCD-147＞ 

 

「ユー・ノウ・フー・アイ・アム」 (ジョヴァンナ・ペシ、スサンナ・ヴァルムルー) 

(3分 48秒) 

＜ECM RECORDS ECM 2226＞ 

 

「自由に歩いて愛して(ライヴ・ヴァージョン)」 (PYG) 

(3分 48秒) 

＜UNIVERSAL UICZ-6050＞ 

 

「詩的なワルツ」 グラナードス作曲 

(2分 30秒)  

デイヴィッド・ラッセル 

＜TELARC CD-80576＞ 

 

「ラーガ・ビンパラシ」 

(15分 09秒) 

(サロード)サガール藤林 

(パカワジ)カネコテツヤ 

(タンプーラ)オオサワルミ 

 

「ラーガ・ジョグ」 

(5分 30秒) 

(サロード)サガール藤林 

(パカワジ)カネコテツヤ 

(タブラ)上坂トモヤ 

(タンプーラ)オオサワルミ 

(ギター)ゴンザレス三上 

～京都・総本山知恩院 阿弥陀堂で収録～ 

＜2012/7/3＞ 



「キャント・ヘルプ・フォーリン・イン・ラヴ」 (ハウ・ゲルブ) 

(2分 58秒) 

＜徳間ジャパン TKCB-72188＞ 

 

「男と女」 (アストラッド・ジルベルト) 

(2分 11秒) 

＜VERVE UCCV-3023＞ 

 

「ウイ・シェア・ラヴ」 (スキップ・マホニー&ザ・カジュアルズ) 

(2分 13秒) 

＜NUMERO N041＞ 

 

「メイク・ユー・フィール・マイ・ラヴ」 (ボブ・ディラン) 

(2分 51秒) 

＜SONY SRCS 8456＞ 

 

「前奏曲集 第 1巻から 沈める寺の一部分」 ドビュッシー作曲 

(4分 32秒) 

(ピアノ)アナトリー・ヴェデルニコフ 

＜DENON COCQ-83658＞ 

 

「ナナキ」 (ゴンチチ) 

(4分 04秒) 

「あの夏の少女達」 (ゴンチチ) 

(2分 44秒) 

「1967」 (ゴンチチ) 

(2分 20秒) 

～京都・総本山知恩院 阿弥陀堂で収録～ 

＜2012/7/3＞ 

 

  



2012年 8月 4日（土） ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- 涼風とせせらぎの音楽 - 

 

「アフター・ザ・レイン」 (ゴンチチ) 

(4分 25秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1796＞ 

 

「コルンピオ」 (キケ・シネシ) 

(3分 37秒) 

＜epsa music 0021-02＞ 

 

「祈り」 (カルロス・アギーレ) 

(2分 13秒) 

＜SHAGRADAMEDA RCIP-0171＞ 

 

「ザ・ブリーズ・アンド・アイ」 (バリー・ハリス・トリオ) 

(4分 17秒) 

＜RIVERSIDE MUSIC OJCCD-872-2＞ 

 

「想い出のサマー・ブリーズ」 (シールズ&クロフツ) 

(3分 29秒) 

＜WARNER BROS BS2629＞ 

 

「若いってすばらしい」 (ペギー・マーチ) 

(2分 20秒) 

＜BMG ファンハウス BVCK-37029＞ 

 

「サマー・ランニング」 (マーク・ジョンソン) 

(5分 46秒) 

＜POLYGRAM POCJ-1400＞ 

 

「ジャスト・ア・ガール」 (ペイル・ファウンテンズ) 

(4分 23秒) 

＜marina recordings MA37＞ 

 

「グリーン・ウイシンズ・ブロック」 (リチャード・スケルトン) 

(4分 27秒) 

＜Type Rec. TYPE055＞ 

 

 



「フレンドリー・プレッシャー (・クワイエット・ストーム・ミックス)」 (ジェリーサ) 

(5分 56秒) 

＜AVEX AVCJ-60034＞ 

 

「ラパズ・ジ・ベム」 (ジョニー・アルフ) 

(2分 31秒) 

＜SONY BMG BMG88697320392＞ 

 

「デイ・トリップ」 (ドン・ペリス) 

(3分 23秒) 

＜JEMEZ MOUNTAIN JMD-944＞ 

 

「クロケッド・クリーク」 (ブライアン・ブレイド・フェローシップ) 

(9分 10秒) 

＜BLUE NOTE 724352357123＞ 

 

「アズール・ノーチェ」 (オラシオ・ブルゴス) 

(4分 30秒) 

＜LUMINOSA NO NUMBER＞ 

 

「ニーナ」 (ジャーマ) 

(3分 52秒) 

＜サンビーニャ・インポート HMSI-2084＞ 

 

「モデラート・サマー」 (ゴンチチ) 

(3分 04秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01512＞ 

 

「ザ・フォックス・アンド・レパード」 (ペンギン・カフェ) 

(3分 02秒) 

＜PLANKTON VITO-112＞ 

 

「セ・ボーセ・ミ・アマ」 (メロディ・ガルドー) 

(4分 53秒) 

＜UNIVERSAL CLASSICS&JAZZ UCCI-1351＞ 

 

「ドント・セイ」 (ハンナ・コーエン) 

(3分 51秒) 

＜Bella Union BELLACD325＞ 




