
世界の快適音楽セレクション　

2013 年 1 月 26 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- 南国の音楽  - 

 

「修学旅行夜行列車南国音楽」 (ゴンチチ) 

(4 分 45 秒) 

＜EPIC ESCB2241＞ 

 

「トロピカル」 (モートン・グールド楽団) 

(3 分 01 秒) 

＜BMG 09026-68173-2＞ 

 

「サヨナラ」 (オータ・サン) 

(4 分 45 秒) 

＜ON THE BEACH REC. OBCB-0003＞ 

 

「南国の夜」 (灰田勝彦) 

(3 分 10 秒) 

＜VICTOR VICG-60408＞ 

 

「セルベサ」 (熱帯ジャズ楽団、アルベルト・シロマ) 

(5 分 03 秒) 

＜VICTOR ENT. VICJ-61447＞ 

 

「おばけのメロディ」 (加藤千晶) 

(3 分 16 秒) 

＜ガッタントン GATTAN-001＞ 

 

「南の島」 (我如古より子 Meets LSD) 

(4 分 00 秒) 

＜WAVE DISTRIBUTION WWCP-8101＞ 

 

「ラブランド・アイランド」 (山下達郎) 

(4 分 02 秒) 

＜BMG ファンハウス BVCR-1541＞ 

 

「ソ・ダンソ・サンバ」 (クレア・フィッシャー) 

(2 分 54 秒) 

＜music from EMI TOCJ-50049＞ 

  

 



「序曲“南国で”から 最初の部分」 エルガー作曲 

(2 分 37 秒) 

(管弦楽)ミラノ・スカラ座管弦楽団 

(指揮)リッカルド・ムーティ 

＜SONY REC. SRCR9616＞ 

 

「スール:愛への帰還」 (ヨーヨー・マ) 

(5 分 57 秒) 

＜SONY REC. SRCR1954＞ 

 

「インディアン・サマー」 (ジミー・レイニー) 

(4 分 28 秒) 

＜FRESH SOUND REC. FSR-CD-625＞ 

 

「アキラのブンガワンソロ」 (小林旭) 

(2 分 36 秒) 

＜コロムビア COCP-31758＞ 

 

「タブー」 (クロノス・カルテット) 

(3 分 11 秒) 

＜NONESUCH 7559-79649-2＞ 

 

「ティキ」 (リチャード・ボナ、スシーラ・ラーマン) 

(4 分 41 秒) 

＜UNIVERSAL MUSIC FRANCE  

UCCV-1084＞ 

 

「セル・スール・ラ・プラージュ」 (ムン・ド・リヴェル) 

(3 分 08 秒) 

＜FREMEAUX&ASSOCIES FA438＞ 

 

「アマポーラ」 (エドムンド・ロス楽団) 

(3 分 23 秒) 

＜VOCALION CDLK4111＞ 

 

「南方郵便船」 (ゴンチチ) 

(3 分 46 秒) 

＜EPIC ESCB2241＞ 

 

 

 



「グアヒーラ・グアンタナメーラ」  

(ホセイート・フェルナンデス) 

(1 分 36 秒) 

＜EGREM CD-0006＞ 

 

「グアンタナメーラ(グアヒーラ)」 (ズッケロ) 

(1 分 51 秒) 

＜UNIVERSAL 0602537222100＞ 

 

「アルマ・デ・カンタオーラ」 (アンパロ・サンチェス) 

(2 分 37 秒) 

＜アオラ BNSCD8891＞ 

 

「ノ・メ・ロンパス・ラス・ボラス」(タンゴ・ネグロ・トリオ) 

(2 分 32 秒) 

＜アオラ BNSCD7703＞  



2013 年 1 月 19 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、藤川パパ Q 

- RE の音楽 - 

 

「ブルーレディーに赤いバラを」 (ゴンチチ) 

(3 分 25 秒) 

＜Leafage PCCA-01792＞ 

 

「リリース・ミー」 (マントヴァーニ楽団) 

(2 分 40 秒) 

＜DECCA UICY-1568＞ 

 

「ボクはかえろう」 (AZUMI) 

(4 分 01 秒) 

＜ASIA RECORD ABE-006＞ 

 

「レッド・ホット・ママ」(ホット・クラブ・オブ・カウタウン) 

(2 分 52 秒) 

＜HIGHTONE RECORDS HCD8104＞ 

 

「交響曲 第 2 番 ハ長調“復活”から 第 5 楽章の一部」  

マーラー作曲 

(4 分 31 秒) 

(ソプラノ)ケイト・ロイヤル 

(合唱)ベルリン放送合唱団 

(管弦楽)ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 

(指揮)サイモン・ラトル 

＜EMI RECORDS TOCE-90181-82＞ 

 

「ビンセント」 (ドン・マクリーン) 

(4 分 03 秒) 

＜EMI RECORDS 7243 5 25847 2 7＞ 

 

「リーファー・マン」  

(ザ・ハーレム・エクスペリメント、タジ・マハール) 

(2 分 58 秒) 

＜ROPEADOPE NO NUMBER＞ 

 

「リスペクト」 (アレサ・フランクリン) 

(2 分 22 秒) 

＜RHINO R2 71598＞ 

 



「リデンプション・ソング」  

(ザ・チーフタンズ・ウィズ・ジギー・マーリィ) 

(4 分 23 秒) 

＜RCA VICTOR 09026-63917-2＞ 

 

「リターン・トゥ・フォーエヴァー」 (チック・コリア) 

(4 分 44 秒) 

＜ECM RECORDS ECM 1022＞ 

 

「WCSB」 (浦朋恵) 

(3 分 09 秒) 

＜MY BEST! RECORDS MYRD-33＞ 

 

「レジメント」 (デイヴィッド・バーン&ブライアン・イーノ) 

(3 分 55 秒) 

＜SIRE RECORDS WPCP-4097＞ 

 

「レクエイム・エテルナム」 (ジョセリン・プーク) 

(4 分 34 秒) 

＜VIRGIN RECORDS  

7243 8 48150 2 8＞ 

 

「リフレインが叫んでる」 (松任谷由実) 

(4 分 20 秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCT-29103-05＞ 

 

「クレプト」 (ラヴィ・コルトレーン) 

(7 分 30 秒) 

＜BLUE NOTE REC  

509999 18937 2 7＞ 

 

「ゴリウォーグのケークウォーク」 (シリル・ルフェーブル) 

(2 分 48 秒) 

＜CEZAME CEZ 1.023＞ 

 

「帰ってきた息子」 (ゴンチチ) 

(3 分 34 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB 1058＞ 

 

 

 



「イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ」  

(デイヴ・ブルーベック) 

(2 分 01 秒) 

＜COLUMBIA/LEGACY CK 66029＞ 

 

「イン・ユア・オウン・スウィート・ウェイ」 (パチョーラ) 

(3 分 52 秒) 

＜DISK UNION AVAN 005＞ 

 

「L.A.」 (アビブ・コワテ&エリック・ビブ) 

(3 分 33 秒) 

＜オルターポップ AFPCD-32338＞ 

 

「エレニータとホルヒート」 (ニコ・ロハス) 

(3 分 30 秒) 

＜ディスコカランバ CRACD-247＞ 

  



2013 年 1 月 12 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- ヘビの音楽 - 

 

「ラトラー・ソング」 (ゴンチチ) 

(4 分 35 秒) 

＜ポニーキャニオン PCCA-01691＞ 

 

「ブラック・スネイク・ブルース」  

(キング・オリバー&ヒズ・ディキシー・シンコペイターズ) 

(2 分 58 秒) 

＜MCA REC. MVCR-20004＞ 

 

「ブンガ・ダリア」 (スーディア) 

(4 分 19 秒) 

＜SONY MUSIC MHCL324＞ 

 

「スネイクス」 (ジョージ・ウォリントン・クインテット) 

(5 分 56 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICJ2049＞ 

 

「“へびとりのうた”から 第 3 曲、第 4 曲」  

(バリトン)三原剛 

(ピアノ)木下牧子 

(2 分 30 秒) 

＜fontec FOCD20019＞ 

 

「忘れておくれ」 (コーノ・サラ) 

(3 分 42 秒) 

＜ON THE CORNER REC. NO NUMBER＞ 

 

「ザ・スポット」 (スネークフィンガー) 

(3 分 06 秒) 

＜EAST SIDE DIGITAL ESD80212＞ 

 

「やせた蛇」  

(オルケストル・トラディショネル・ドゥ・ラ・グアドループ) 

(3 分 38 秒) 

＜FREMEAUX&ASSOCIES FA5259＞ 

 

 

 



「クロウリン・キング・スネーク」 (ジョン・リー・フッカー) 

(2 分 46 秒) 

＜P-VINE PCD-4293＞ 

 

「スネーク・アライヴ」  

(ナッシュヴィル・ブルーグラス・バンド) 

(4 分 14 秒) 

＜NEC アベニュー A28C-49＞ 

 

「メイク・ア・ノイズ」 (ケーティー・ハーザグ) 

(4 分 38 秒) 

＜Marion-Lorraine Rec.DWT70259＞ 

 

「欲望～蛇を飼う唄～」 (カルメン・マキ) 

(4 分 39 秒) 

＜SONY MUSIC SRCL4385＞ 

 

「蛇遣いの呪文、カーリョー」 (門付け芸人ジョーギーたち) 

(3 分 35 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICG-60494＞ 

 

「蛇」 (アフロキュービズム) 

(3 分 34 秒) 

＜World Circuit WCD085＞ 

 

「ビー・マイ・ラヴァー」 (アリス・クーパー) 

(3 分 22 秒) 

＜Warner P8189W＞ 

 

「ザ・スネイク」 (ヒラリー・コール) 

(3 分 36 秒) 

＜ビクターエンタテインメント VICJ-61594＞ 

 

「ひとりぼっちの君よ」 (田中邦衛) 

(2 分 24 秒) 

＜ウルトラ・ヴァイヴ CDSOL-1353＞ 

 

「ループ」 (ゴンチチ) 

(2 分 47 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 



「あなたの苗字を名乗りたい」 (ぴんから兄弟) 

(4 分 12 秒) 

＜コロムビア COCA-10987＞ 

 

「ドント・ルーズ・ユアー・グッド・シング」 (ダン・ペン) 

(2 分 26 秒) 

＜FAME REC. CDCHD1353＞ 


