
世界の快適音楽セレクション　

2013 年 2 月 23 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- 続・猫の音楽  - 

 

「マイ・ファット・ホワイト・キャット」 (ゴンザレス三上) 

(4 分 10 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1445＞ 

 

「ベアー・キャット」  

(ルーファス“ハウンド・ドッグ”トーマス) 

(2 分 52 秒) 

＜Sanctuary Rec. FBUBX002/1＞ 

 

「イエロー・キャット」 (ラヴィ・コルトレーン) 

(6 分 48 秒) 

＜Music from EMI 509999183727＞ 

 

「雨猫宿り」 (ワタフェイ) 

(4 分 50 秒) 

＜IRORI Rec. WF-001＞ 

 

「ねことねずみ」 ヴィラ・ローボス作曲 

(2 分 55 秒) 

(ピアノ)アンナ・ステラ・シック 

＜SOLSTICE SOCD93＞ 

 

「甘いもの好きな猫ちゃん」  

(エストゥディアンティーナ・ソノルクス) 

(3 分 06 秒) 

＜ボンバレコード BOM2036＞ 

 

「ザ・ストーリー・オブ・フォレスト」 (フジタ・マサヨシ) 

(5 分 56 秒) 

＜flau FLAU31＞ 

 

「キャット・フード」 (キング・クリムゾン) 

(4 分 54 秒) 

＜INNER KNOT KCSP2＞ 

 

「あなたは猫」 (シティ・ビンティ・サアドとそのグループ) 

(2 分 58 秒) 

＜ライスレコード TSCD936＞ 



「キャッツ・ボール?!」 作曲者不詳、南安雄・編曲 

(2 分 47 秒) 

(ピアノ)林光 

(ピアノ)池辺晋一郎 

(管弦楽)東京フィルハーモニー交響楽団 

＜キングレコード KICG3250＞ 

 

「マイ・キャット・アーノルド」 (カレン・マントラー) 

(4 分 09 秒) 

＜Xtra WATT 839093-2＞ 

 

「キトゥン・オン・ザ・キーズ」 (スコット・アンソニー) 

(3 分 21 秒) 

＜Dawson&Chambers，Ltd. 38359＞ 

 

「猫」 (クレイジー・ケン・バンド) 

(2 分 44 秒) 

＜Double Joy Rec. XNAE-10017＞ 

 

「プット・ユア・キャット・クローシズ・オン」  

(カール・パーキンス) 

(2 分 49 秒) 

＜Sanctuary Rec. FBUBX002/4＞ 

 

「猫と僕と君」 (遠藤賢司) 

(3 分 10 秒) 

＜POLYDOR POCH-9024＞ 

 

「キトゥン・プレイズ・ザ・ハーモニー・ロケット」  

(スリーピングドッグ) 

(4 分 38 秒) 

＜gizeh rec. GZH31＞ 

 

「トムとジェリー」 (梅木マリ、フォーコインズ) 

(1 分 18 秒) 

＜P-VINE PCD-1539＞ 

 

「ア・クーダ」 (ピエール・バルー) 

(2 分 51 秒) 

＜OMAGATOKI OMCX-1180＞ 

 



「猫とカモメと坂の驢馬」  

(スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン) 

(3 分 48 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-18001＞ 

 

「ブラック・キャット・ムーン」 (ベック、ボガート&アピス) 

(3 分 44 秒) 

＜EPIC MHCP585＞ 

 

「まめかん、きのこ節」 (柳家小春) 

(3 分 42 秒) 

＜円盤 NO NUMBER＞ 

  



2013 年 2 月 16 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、湯浅学 

- 続・犬の音楽  - 

 

「ウォッチドッグ・イン・ジ・アフターヌーン」 (ゴンチチ) 

(4 分 08 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1062＞ 

 

「ハウンド・ドッグ」 (ビッグ・ママ・ソーントン) 

(2 分 47 秒) 

＜MCA REC. MVCM617＞ 

 

「ザ・ドッグ・ミーツ・ザ・ウルフ」  

(ハウンド・ドッグ・テイラー) 

(3 分 02 秒) 

＜ALLIGATOR REC. ALCD4896＞ 

 

「ドラッグ・ドッグ」 (マイルス・デイヴィス) 

(4 分 51 秒) 

＜COLUMBIA/LEGACY CK65919＞ 

 

「犬」 (ウィーン・ブロックフレーテ合奏団) 

(3 分 57 秒) 

＜TUDOR REC. 719＞ 

 

「街の野良犬」 (カルメン・ミランダ) 

(2 分 49 秒) 

＜AUDI-BOOK AB115＞ 

 

「ヒルビリー・イン・ザ・バンド」 (スコット・ヘンダーソン) 

(5 分 06 秒) 

＜SHRAPNEL REC. BB20452＞ 

 

「ドッグ・ブレス、イン・ジ・イヤー・オブ・ザ・プレイグ」  

(フランク・ザッパ&ザ・マザーズ・オブ・インヴェンション) 

(3 分 59 秒) 

＜RYKO RCD10506，10507＞ 

 

「犬が狩人をからかう歌、ロバの歌」 (ミッチェル) 

(2 分 05 秒) 

＜キングレコード KICE-19＞ 

 



「カンヴァセーションズ」  

(スヌープ・ドッグ、スティービー・ワンダー) 

(3 分 38 秒) 

＜Geffen UICF-1081＞ 

 

「名犬ロンドンの歌」 (田辺靖雄) 

(1 分 32 秒) 

＜ビクターエンタテインメント/渡辺音楽出版  

VICKL-62797＞ 

 

「ザ・ファミリー・ドッグ」 (ジョン・ヘラルド) 

(2 分 11 秒) 

＜SONY BMG MHCP980＞ 

 

「ユー・キャン・ディペンド・オン・ミー」  

(ジョー・ニューマン・オクテット) 

(3 分 33 秒) 

＜BMG MUSIC SPAIN 74321609852＞ 

 

「アイ・ワナ・ビー・ユア・ドッグ」 (ストゥージズ) 

(3 分 10 秒) 

＜ELEKTRA AMCY-2566＞ 

 

「小犬と結婚なさい」 (伊東きよ子) 

(2 分 30 秒) 

＜SONY MUSIC DIRECT MHCL936＞ 

 

「バッド・バッド・ブルドッグ」  

(リトル・アーサー・マシューズ、  

ジョニー・オーティス・オーケストラ) 

(2 分 42 秒) 

＜ACE REC. CDCHD351＞ 

 

「アイ・アム・ア・マウンテン・ドッグ」 (ミソフォーン) 

(3 分 21 秒) 

＜ANOTHER AR43＞ 

 

「犬までがお出迎え」  

(エピグメニオ・ラモスとロヘリオ・アクーニャ) 

(2 分 31 秒) 

＜WARNER MUSIC WPCS-5245＞ 



「ニクキュウ」 (ゴンチチ) 

(0 分 37 秒) 

＜SONY MUSIC ESCB1420＞ 

 

「アンダー・ドッグ」 (スライ&ザ・ファミリーストーン) 

(3 分 59 秒) 

＜EPIC MHCP1303＞ 

 

「クラスターシング」 (フラット・アース・ソサエティ) 

(6 分 43 秒) 

＜ボンバレコード BOM24066＞ 

 

「失業手当」 (山本精一) 

(4 分 14 秒) 

＜P-VINE PCD25154＞ 

  



2013 年 2 月 9 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- こみ上げる音楽 -  

 

「眉毛を描かれた犬」 (チチ松村、アン・サリー) 

(4 分 42 秒) 

＜IN THE GARDEN XNHL-12001＞ 

 

「ビコーズ」 (ビートルズ) 

(2 分 46 秒) 

＜東芝 EMI CO32-5332＞ 

 

「ビコーズ」 (スティーヴ・ドブロゴス) 

(4 分 11 秒) 

＜BOMBA REC. BOM23001＞ 

 

「ソング・オブ・ハー」 (チャールス・ロイド・クインテット) 

(5 分 25 秒) 

＜RHINO REC. R2 71746＞ 

 

「ダンス・オブ・ザ・ドルフィン」 (スコット・ヴェスタル) 

(3 分 42 秒) 

＜SCOTT VESTAL SVM5862-1＞ 

 

「アグリイ」 (フィッシュボーン) 

(2 分 51 秒) 

＜SONY REC. SRCS5569＞ 

 

「アイム・ヒップ」(ボブ・ドロウ&デイヴ・フリッシュバーグ) 

(3 分 55 秒) 

＜CAPITOL REC.7243523403 2 3＞ 

 

「ムード・アクエリアス」 (ノリー・パラマー楽団) 

(3 分 13 秒) 

＜VOCALION2008 CDNJT5200＞ 

 

「パラダイス・イブ」 (足立大輔) 

(6 分 37 秒) 

＜自主制作＞ 

 

 

 



「ヒア・ゼイ・ユースト・トゥー・ビルド・シップス」  

(ヨハン・ヨハンソン) 

(3 分 36 秒) 

＜P*dis/Inpartmaint Inc. PDIP-6530＞ 

 

「ビー・グッド」 (グレゴリー・ポーター) 

(6 分 24 秒) 

＜Inpartmaint Inc. AGIP-3512＞ 

 

「懐かしき思い」 (マイーザ) 

(2 分 28 秒) 

＜BOMBA REC. BOM531＞ 

 

「イグレジャ・ダ・ペーニャ」 (マルコス・タルデーリ) 

(3 分 10 秒) 

＜BISCOITO FINO BF635＞ 

 

「ブリング・イット・オン・ホーム・トゥー・ミー」  

(サム・クック) 

(5 分 38 秒) 

＜VICTOR PCD1-5181＞ 

 

「虹」 (ゴンチチ) 

(2 分 10 秒) 

＜EPIC/SONY ESCB1829＞ 

 

「コヒーダ・ヂ・ジャンガーダ」 (オレンジ・ペコー) 

(2 分 42 秒) 

＜disk union PWT-001＞ 

 

「ホマリア」 (マリア・ヒタ) 

(4 分 32 秒) 

＜UNIVERSAL 60253712324＞ 

 

「シー」 (ローラ・ムヴーラ) 

(3 分 28 秒) 

＜RCA VICTOR 88725487917＞ 

 

「ボッサ・ノーヴァ・エ・フォーダ」(カエターノ・ヴェローゾ) 

(3 分 54 秒) 

＜UNIVERSAL UCCM-1220＞ 



2013 年 2 月 2 日（土）  ＤＪ：ゴンチチ、渡辺亨 

- 解釈の音楽 - 

 

「僕の誤解」 (ゴンチチ) 

(3 分 11 秒) 

＜EPIC/ SONY ESCB1062＞ 

 

「アイヴ・グロウン・アカスタムド・トゥー・ハー・フェイス」  

(ジャック・ジョーンズ) 

(3 分 29 秒) 

＜UNIVERSAL UCCU-3001＞ 

 

「パラダイス」 (スタンリー・ブラック) 

(3 分 07 秒) 

＜VOCALION CDLK4101＞ 

 

「プリティ・ガール・フロム・サンディエゴ」  

(アヴェット・ブラザーズ) 

(3 分 34 秒) 

＜RAMSEUR REC. RR 2716＞ 

 

「(マネー・キャント・)バイ・ミー・ラヴ」  

(ブラックストリート) 

(3 分 30 秒) 

＜MCA VICTOR MVCP-33＞ 

 

「ノーウェジアン・ウッド」 (パトリシア・バーバー) 

(6 分 59 秒) 

＜Music from EMI  

7243 5 7821421＞ 

 

「サタデー・ナイト」 (オスカー・ピーターソン) 

(2 分 58 秒) 

＜ESSENTIAL JAZZ CLASSICS  

EJC55447＞ 

 

「イエロー・マン」 (ランディ・ニューマン) 

(2 分 05 秒) 

＜NONESUCH 525943-2＞ 

 

 



「愛の讃歌」 (長谷川きよし) 

(4 分 05 秒) 

＜EMI MUSIC TOCT-29004＞ 

 

「バリー・ザ・ボトル・ウィズ・ミー」 (ディック・カーレス) 

(2 分 46 秒) 

＜THE OMNI REC. OMNI-152＞ 

 

「どうしてあなたは行ってしまった」 (アルム・ディアーブ) 

(4 分 04 秒) 

＜RICE REC. MQR-5108＞ 

 

「映画“中国女”から マオマオ」 (クロード・シャンヌ) 

(2 分 11 秒) 

＜UNIVERSAL 984896 2＞ 

 

「クラリネット・ソナタ 第 2 番 変ホ長調から 第 2 楽章」  

ブラームス作曲 

(5 分 46 秒) 

(ダブルベース)ジャン・ルイ・ラシンフォッセ 

(ピアノ)ジャン・フィリップ・コラール・ネヴェン 

＜FUGA LIBERA FUG605＞ 

 

「トゥエルフス・オブ・ネヴァー」 (ニーナ・シモン) 

(3 分 30 秒) 

＜RHINO R2 72567＞ 

 

「トゥエルフス・オブ・ネヴァー」 (ジェフ・バックリィ) 

(3 分 35 秒) 

＜SONY MUSIC MHCP85＞ 

 

「見知らぬ人」 (ゴンチチ) 

(2 分 47 秒) 

＜EPIC/ SONY ESCB1829＞ 

 

「インスピレーション・インフォメーション」  

(シュギー・オーティス) 

(4 分 05 秒) 

＜Lua ka Bop 72348-50473-2-9＞ 

 

 



「イッツ・オール・オーヴァー・ユア・ボディー」  

(ホセ・ジェイムズ) 

(5 分 27 秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCP-71459＞ 

 

「ヘヴン・オン・ザ・グラウンド」 (ホセ・ジェイムズ) 

(4 分 09 秒) 

＜EMI ミュージック・ジャパン TOCP-71459＞ 


