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年 10月 27日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ
Q 

- 考える音楽 - 
 

「バンブー・チェア」 (ゴンチチ) 

(4分 15秒) 

＜EPIC ESCB 1901＞ 

 

「ウィストフル・シンキング」 (ラルフ・タウナー&パオロ・フレイズ) 

(4分 19秒) 

＜ECM RECORDS ECM 2085＞ 

 

「ホェア・アー・ジ・アームズ」 (ガブリエル・カハネ) 

(4分 00秒) 

＜2nd STORY SOUND RECORDS 161 004＞ 

 

「シンキング・アバウト・ユー」 (ノラ・ジョーンズ) 

(3分 20秒) 

＜BLUE NOTE RECORDS 0946 3 82162 2 3＞ 

 

「交響曲 第 22番 変ホ長調“哲学者”から 第 1楽章」 ハイドン作曲 

(8分 17秒) 

(管弦楽)オルフェウス室内管弦楽団 

＜POLYDOR POCG-4114＞ 

 

「アーリー・バード」 (リッチー・カミューカ) 

(4分 12秒) 

＜V.S.O.P. RECORDS MOD-LP #102＞ 

 

「シンク」 (アレサ・フランクリン) 

(2分 14秒) 

＜RHINO R2 71598＞ 

 

「くよくよするなよ」 (ボブ・ディラン) 

(3分 40秒) 

＜SONY SRCS 8412＞ 

 

 

 

 

 



「“答えのない質問”の一部」 アイヴズ作曲 

(4分 33秒) 

(管弦楽)ニューヨーク・フィルハーモニック 

(指揮)レナード・バーンスタイン 

＜UNIVERSAL POCG-30136＞ 

 

「ピエンソ・エン・ティ」 (マスターズ・アット・ワーク、ルイス・サリナス) 

(4分 35秒) 

＜AVEX IOCD-20164＞ 

 

「レゾニョン」 (ドン・ヴァッピー) 

(3分 26秒) 

＜TELARC CD-83667＞ 

 

「ヘル(シンク)」 (ユッスー・ンドゥール) 

(4分 49秒) 

＜NONESUCH WPCR-12801＞ 

 

「メディテーション」 (フランク・シナトラ、アントニオ・カルロス・ジョビン) 

(2分 55秒) 

＜UNIVERSAL 0602527459554＞ 

 

「シンク・オブ・ワン」 (ロバート・グラスパー・トリオ) 

(9分 12秒) 

＜BLUE NOTE RECORDS 509996 94244 2 7＞ 

 

「メウス・ペンサメントス・ヂ・マゴア」 (エドゥ・ロボ) 

(3分 17秒) 

＜BISCOITO FINO BF526＞ 

 

「山の温泉旅館」 (ゴンチチ) 

(3分 54秒) 

＜EPIC ESCL 2552＞ 

 

「“牧神の午後への前奏曲”の一部」 ドビュッシー作曲 

(2分 05秒) 

(管弦楽)ボストン交響楽団 

(指揮)マイケル・ティルソン・トーマス 

＜UNIVERSAL UCCG-3805-6＞ 

 



「牧神の午後への前奏曲」 ドビュッシー作曲 

(5分 12秒) 

(デオダート) 

＜KING RECORD KMP-2013＞ 

 

「リヴァイヴ‐復興の鐘」 (渡辺香津美、清水靖晃) 

(5分 07秒) 

＜EAST WORKS ENTERTAINMENT EWSA 0189＞ 

  



2012年 10月 20日（土） ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- デザインの音楽 - 

 

「春蝉」 (ゴンチチ) 

(2分 49秒) 

＜EPIC ESCL 3738＞ 

 

「ハイドロジェン(水素)」 (ロシル) 

(3分 37秒) 

＜kranky KRANK049＞ 

 

「マジェンタ・スカイ」 (ローランド・P・ヤング) 

(6分 42秒) 

＜EM RECORDS EM1045CD＞ 

 

「クワイエット・デザイン の一部分」 (テープ音楽) 

(3分 02秒) 

(朗読)武満浅香 

＜SHOGAKUKAN STZ 46＞ 

 

「アルフィー」 (ブラッド・メルドー・トリオ) 

(3分 46秒) 

＜NONESUCH 7559-79910-2＞ 

 

「日曜の朝」 (ヴェルヴェット・アンダーグラウンド) 

(2分 00秒) 

＜UNIVERSAL UICY-90818-9＞ 

 

「あなたがここにいてほしい」 (ピンク・フロイド) 

(5分 18秒) 

＜CBS/SONY 28DP 5009＞ 

 

「オール・メン・アー・ヒールズ」 (セイゲン・オノ) 

(5分 52秒) 

＜SAIDERA RECORDS SD-1001＞ 

 

「アップ・ア・レイジー・リバー」 (ダニー・バーカー) 

(3分 33秒) 

＜PERIOD RECORDS PRST 2205＞ 

 



「美しい生活」 (リリキューブ) 

(3分 45秒) 

＜UNDERDOG 000213＞ 

 

「ザ・サークル・マリード・ザ・ライン」 (ファイスト) 

(3分 23秒) 

＜POLYDOR 277912-2＞ 

 

「シャングリラ」 (ジャッキー・グリーソン楽団) 

(3分 28秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCJ-50209＞ 

 

「トゥトゥ」 (マイルス・デイヴィス) 

(5分 15秒) 

＜WARNER BROS. 25490-2＞ 

 

「ソー・インポータント」 (スパークス) 

(3分 46秒) 

＜RHINO R2 70841＞ 

 

「アルケティポ」 (エンリコ・イントラ) 

(6分 42秒) 

＜RIFI RFS ST 14033＞ 

 

「ベリーズ」 (ゴンチチ) 

(4分 23秒) 

＜SO WHAT? RECORDS ESCB 2004＞ 

 

「ノスタルジア・イン・タイムズ・スクエア」 (チャールズ・ミンガス) 

(2分 17秒) 

＜REAL GONE RGJCD221＞ 

 

「ノスタルジア・イン・タイムズ・スクエア」 (ミンガス・ビッグ・バンド) 

(3分 20秒) 

＜DREYFUS JAZZ FDM 36559-2＞ 

 

「シャドウズ・フォーリング」 (ザ・ビューティー・ルーム) 

(3分 50秒) 

＜MIRAMAR MIRA 1＞ 

  



2012年 10月 13日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- ロバとラクダの音楽 - 

 

「サンド」 (ゴンチチ) 

(3分 06秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1406＞ 

 

「キャメル・ウォーク」 (アイケッツ) 

(2分 39秒) 

＜P-VINE PCD-93060＞ 

 

「映画“ブロークン・フラワー”から ライド・ユア・ドンキー」 (ザ・テナーズ) 

(2分 04秒) 

＜UNIVERSAL UCCL-1105＞ 

 

「ろばくんのうた」 (楠トシエ、石川進、愛川欽也) 

(1分 24秒) 

＜キングレコード KICS1349，1350＞ 

 

「“物語”から 白い小さなろば」 

(3分 20秒) 

(語り)中嶋朋子 

(ピアノ)伊藤エイミーまどか 

＜東芝 EMI TOCE-8491＞ 

 

「キャメル」 (ソニー・ロリンズ) 

(4分 15秒) 

＜ビクターエンタテインメント 

VICJ-60224，60225＞ 

 

「ヨーデリング・バード・イン・マイ・ハット」 (浦朋恵) 

(4分 37秒) 

＜マイベスト MYRD-33＞ 

 

「ニードルズ・イン・ザ・キャメルズ・アイ」 (イーノ) 

(3分 25秒) 

＜ISLAND REC. ILPS9268＞ 

 

 

 



「オールド・マン・アンド・ドンキー」 (マイティ・スパロウ) 

(3分 57秒) 

＜MACE REC. M10002＞ 

 

「メイビー・イン・ア・ドリーム」 (ソッピース・キャメル) 

(2分 07秒) 

＜テイチク 28CP-33＞ 

 

「ジョーイズ・キャメル」 (ゴドレー&クレーム) 

(5分 29秒) 

＜POLYDOR UICY-94542＞ 

 

「スウィート・ジョージア・ブラウン」 (エマヌエル・セイルズ、ナーヴィン・キンボール) 

(4分 59秒) 

＜徳間音楽産業 VC-2015＞ 

 

「宮本武蔵」 (ドンキー・カルテット) 

(5分 05秒) 

＜RCA日本ビクター JRT-1060＞ 

 

「ザ・ドンキー・セレナード」 (サンジェット・セレナーダーズ・スティール・バンド) 

(2分 38秒) 

＜コロムビア CL2460＞ 

 

「アイ・ウォント・トゥー・ビー・ユア・サンシャイン」 (加藤千晶) 

(3分 34秒) 

＜ガッタントンレコード GATTAN-001＞ 

 

「月の沙漠」 (小林旭) 

(5分 28秒) 

＜コロムビア COCP-35858＞ 

 

「リズムの架け橋」 (サンタナ) 

(4分 30秒) 

＜SONY SRCS6318＞ 

 

「かげろう」 (ゴンチチ) 

(1分 51秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 

 



「リトル・ジャパン」 (ロス・ロボス) 

(3分 11秒) 

＜WARNER BROSS WPCR-681＞ 

 

「退屈な歌」 (小野一穂) 

(5分 13秒) 

＜Kotoba-Rec. KR-004＞ 

  



2012年 10月 6日（土） ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- ヤギと羊の音楽 - 

 

「動物達集まる ヒロ」 (ゴンチチ) 

(2分 22秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01960＞ 

 

「クローバーを持った羊飼の娘、バーナート地方の対舞」 

(3分 30秒) 

(ナイ)ダミアン・ルカ 

(ツァンバル)ヨネル・ドラギチ 

＜キングレコード KICC5147＞ 

 

「バレエ音楽“ダフニスとクロエ”からヤギの足を持つサチュロスの神々が海賊を取り囲む」 

ラヴェル作曲 

(1分 53秒) 

(管弦楽)ボストン交響楽団 

(指揮)小澤征爾 

＜POLYDOR POCG-3234＞ 

 

「バトンズ」 (ラムチョップ) 

(5分 13秒) 

＜Merge Rec. MRG434＞ 

 

「スリー・ブラック・シープ」 (ハワード&ピーク) 

(3分 28秒) 

＜YAZOO YA2200＞ 

 

「アロの山羊」 (キング・サニー・アデ) 

(6分 08秒) 

＜ATLANTIC AMCY-2593＞ 

 

「ザ・チャント」 (ジェリー・ロール・モートン、 

ヒズ・レッド・ホット・ペッパーズ) 

(3分 07秒) 

＜RCA JPG H004＞ 

 

 

 

 



「めえめえ小山羊」 (守屋浩) 

(2分 07秒) 

＜コロムビア COCP-35859＞ 

 

「羊飼いの時計」 (アルセニオ・ロドリゲス) 

(3分 04秒) 

＜RICE CSR-412＞ 

 

「レッツ・ゲット・コージー」 (ブラック・シープ) 

(3分 35秒) 

＜PolyGram 314522685＞ 

 

「レクイエム作品 48から アニュス・デイ」 フォーレ作曲 

(4分 00秒) 

(合唱)モントリオール合唱団 

(管弦楽)モントリオール交響楽団 

(指揮)シャルル・デュトワ 

＜POLYDOR POCL-5105＞ 

 

「ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド」 (ブレンダ・リー) 

(3分 10秒) 

＜ACE REC. CDCHD1097＞ 

 

「山羊にひかれて」 (カルメン・マキ) 

(3分 16秒) 

＜SONY SRCL4384＞ 

 

「羊飼い」 (ロス・デステージョス) 

(2分 48秒) 

＜barbes record BR0028＞ 

 

「スウィンギング・ザ・ストリングス」 (ジョニー・ハイランド) 

(3分 16秒) 

＜Favored Nation FN2390-2＞ 

 

「映画“羊小屋の狼たち”から 狼のチャチャチャ」 (セルジュ・ゲーンスブール) 

(1分 56秒) 

＜ポリグラム PHCA-1046＞ 

 

 



「ホワイル・バイ・マイ・シープ」 (ザ・シンガーズ・アンリミテッド) 

(1分 30秒) 

＜VERVE 821859-2＞ 

 

「タルチョ～ヒマラヤの朝」 (マイカボックス・フィーチャリング・アヤコ・タカトウ) 

(5分 11秒) 

＜GRU-GRU REC. MKCD-0601＞ 

 

「ゴート・アンド・ラム」 (マット・スウィニー、ボニー・プリンス・ビリー) 

(3分 20秒) 

＜P-VINE PCD23584＞ 

 

「森をぬけて」 (ゴンチチ) 

(3分 21秒) 

＜CBS/SONY 32.8H-50088＞ 

 

「ハノウビアン・ガボー」 (オルケストゥル・スーペル・ボルゴー・ドゥ・パラコ) 

(3分 08秒) 

＜ANALOG AFRICA EU AACD071＞ 

 

「サ・マロヤ」 (トグナ) 

(2分 57秒) 

＜オルターポップ AFPCD-36322＞ 


