
世界の快適音楽セレクション　2014.1.11　～2014新年スペシャル ゴンチチ60歳～
出演：ゴンチチ、藤川パパQ、湯浅学、渡辺亨　　ゲスト：旦匡子、フジタマサヨシ

１ 「映画“ゴジラ”から ゴジラの足音・鳴き声、メインテーマ」（映画“ゴジラ”サントラ盤から）
 （2分19秒） ＜東芝EMI TYCY-5617＞

２ 「チューブラー・ベルズ（パート1）」（マイク・オールドフィールド）
 （6分22秒） ＜VIRGIN REC. CDV200＞

３ 「ドント・ルーズ・ユア・マインド」（マイルス・デイヴィス）
 （5分40秒） ＜WARNER CLASSICS＆JAZZ 5249823812＞

４ 「ドクター・アトミック・シンフォニーから 第1楽章 “ザ・ラボラトリー”」ジョン・アダムズ作曲
 （管弦楽）セント・ルイス交響楽団（指揮）デイヴィッド・ロバートソン
 （2分31秒） ＜NONESUCH 7559-79932-8＞

５ 「1001ナイツ・イン・マラケッシュ」 （ジョン・ゾーン）
 （3分25秒） ＜TZADIK TZ8308＞

６ 「トゥジェ・デカ・ト」 （映画“DDLJ”サントラ盤から）
 （4分59秒） ＜THE GRAMOPHONE CDF110061＞

７ 「チャイヤ・チャイヤ」（映画“ディル・セ…”サントラ盤から）
 （5分53秒） ＜VENSU PRESTIGE VCDPR-772＞

８ 「ネンジュクレ」 （映画“カダル”サントラ盤から）
 （3分40秒） ＜SONY MUSIC 88765445502＞

９ 「あの夏の少女達」 （ゴンチチ）
 （2分50秒）

10 「スノー・チャイルド」 （ゴンチチ）
 （2分39秒）

11 「7シーズン・4ビート」 （ゴンチチ、辻コースケ）
 （2分54秒）

12 「夏の理由」 （ゴンチチ、辻コースケ）
 （3分00秒）

13 「風の国」 （ゴンチチ、辻コースケ）
 （3分52秒）

14 「放課後の音楽室」 （ゴンチチ）
 （1分58秒）

15 「ラヴ」 （ゴンチチ）
 （1分53秒）

16 「ビューティフル・デイズ」 （ゴンチチ）
 （2分12秒） ～沖縄リウボウホールで収録～

17 「ロータリー」 （アンディ・パートリッジ）
 （3分21秒）＜VIRGIN REC. VIP-6954＞

18 「ドンヂィ」 （エヂ・モッタ）
 （5分14秒） ＜DWITZA MUSIC PCD93742＞
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19 「平和な愛」 （シコ・ブアルキ）
 （4分14秒） ＜SONY MUSIC 88883746122＞

20 「ベスト・オブ・マイ・ラヴ」 （エモーションズ）
 （1分49秒） ＜CAPITOL CDP7243 855631 26＞

21 「リヴィン・シング」 （イー・エル・オー）
 （2分31秒） ＜CAPITOL CDP7243 855631 26＞

22 「ザ・ストーリー・オブ・フォレスト」 （フジタ・マサヨシ）
 （6分01秒） ＜FLAU FLAU31＞

23 「スノー・ストーム」 （フジタ・マサヨシ）
 （4分01秒） ＜FLAU FLAU31＞

24 「夕暮れ、さざ波」 （ゴンザレス三上、フジタ・マサヨシ）
 （2分56秒） ～ゴンチチハウスで収録～

25 「悲しき六十才」 （ダニー飯田とパラダイス・キング）
 （2分59秒） ＜東芝EMI TOCT-9519＞

26 「夢見るころを過ぎても」 （ナット・キング・コール）
 （3分32秒） ＜東芝EMI TOCJ-5306＞

27 「ロンサム・ロード」 （ジュニア・キンブロウ）
 （3分37秒） ＜P-VINE PCD5207＞

28 「アナザームード」 （ゴンチチ）
 （4分07秒）

29 「安里屋ユンタ」 （ゴンチチ）
 （2分24秒）

30 「明日はがんばれるかもしれない」 （ゴンチチ）
 （1分59秒）

31 「ゴーイングマイホーム」 （ゴンチチ）
 （2分01秒）

32 「マルセルでさえも」 （ゴンチチ）
 （4分13秒） ～沖縄リウボウホールで収録～

33 「夕日に赤い帆」 （アール・グラント）
 （2分01秒） ＜UNIVERSAL POCE-3016＞
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2014.1.18　～12年ぶりの馬の音楽～　出演：ゴンチチ、藤川パパQ

１ 「ファイヤー・アンド・トラップ」 （ゴンチチ）
 （5分04秒） ＜SO WHAT？ REC. ESCB2004＞

２ 「ザ・チョコレート・ホース」 （オドネル・リーヴィー）
 （3分16秒） ＜P-VINE PCD23873＞

３ 「ヘヴィー・ホーセズ」 （ジェスロ・タル）
 （8分53秒） ＜CHRYSALIS VK41175／DIDX002943＞

４ 「草競馬」 （ザ・ドゥークス）
 （2分58秒） ＜AMERICAN ROOTS 591594-2＞

５ 「ザ・カウボーイ・マンボ」 （デイヴィッド・バーン）
 （3分38秒） ＜LUAKA BOP WARNER BROS. WPCP-4777＞

６ 「ブルー・フライデー」 （ケニー・ドーハム・カルテット）
 （8分46秒） ＜PRESTIGE PRCD8108-2＞

７ 「遠くを旅する人」 （ハンガイ）
 （3分29秒） ＜WORLD CONNECTION SABAM43086＞

８ 「私の回転木馬」 （ジル・エグロ）
 （2分39秒） ＜リスペクトレコード RES228＞

９ 「千頭の馬のギャロップ」（“新シルクロード”サントラ から）
 （5分02秒） ＜SONY MUSIC JAPAN SICC222＞

10 「サンデー・ケ・サンデー」 （“シェーナイ”サントラ から）

 （2分55秒） ＜THE GRAMOPHONE CO.OFINDIA LTD. CDPMLP5748＞

11 「飾りのついた四輪馬車」（ビル・オコネル、ザ・ラテン・ジャズ・オールスターズ）
 （5分40秒） ＜SAVANT REC. SCD2129＞

12 「夜霧の馬車」 （李香蘭）
 （1分46秒） ＜コロムビア CA-4381＞

13 「ザ・ワーズ・アンダー・ザ・ウッド」 （オーラ・レン）
 （6分58秒） ＜HOME NORMAL HOMEN046＞

14 「ユーマ2（ウマニ）」 （アンドモ）
 （4分48秒） ＜TALKING INKO:001＞

15 「動物達集まる」 （ゴンチチ）
 （2分23秒） ＜EPIC ESCL2330＞

16 「ザ・トーキョー・ブルース」 （ホレス・シルヴァー）
 （1分35秒） ＜MUSIC FROM EMI 5099991561220＞

17 「オーサカ・ブルース」 （フェックス、中納良恵）
 （3分42秒） ＜BLUE NOTE TYCJ-60019＞

18 「赤い悪魔と緑の悪魔」（パスクアラ・イラバカ・イ・ファウナ）
 （2分17秒） ＜ビーンズレコード BNSCD7709＞

19 「ルンビア」 （ラ・トローバ・カンフー）
 （3分34秒） ＜ビーンズレコード BNSCD8902＞
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2014.1.25　～続・尻の音楽～　出演：ゴンチチ、藤川パパQ
１ 「ランド・アット・アロハ（イポイポ）」 （ゴンチチ）
 （4分13秒） ＜ポニー・キャニオン PCCA-60018＞
２ 「シェイク・ユア・ヒップス」 （ローリング・ストーンズ）
 （2分57秒） ＜PROMOTONE B.V. 270 164-0＞
３ 「ヒップ」 （ハンプトン・ホーズ）
 （6分14秒） ＜CONTEMPORARY OJCCD-713-2＞
４ 「ユー・メイク・ミー・フィール・ブランド・ニュー」（ザ・サルソウル・オーケストラ）
 （4分47秒） ＜OCTAVE-LAB OTLCD-5028＞
５ 「モンロー・ウォーク」 （南佳孝）
 （5分32秒） ＜KITTY KTCR-1381＞
６ 「イエ・ドスティ・ハム・ナヒン（ハッピー）」（映画“ショーレイ”サントラ）
 （5分20秒） ＜UNIVERSAL 060249826576＞
７ 「エクソダス」 （クインシー・ジョーンズ）
 （3分18秒） ＜UNIVERSAL UCCU-3172＞
８ 「ベル・ボトム・ブルース」 （デレク＆ザ・ドミノズ）
 （5分01秒） ＜POLYDOR 531820-2＞
９ 「しっぽのきもち」 （谷山浩子）
 （2分23秒） ＜ポニー・キャニオン D28P6024＞
10 「おしりフリフリ」 （松野太紀）
 （2分02秒） ＜日本コロムビア COCX37306,37307＞
11 「ザ・モダン・エイジ」 （ザ・ストロークス）
 （3分27秒） ＜RCA 07863 68045 2＞
12 「アット・ジ・エンド・オブ・ザ・デイ」（ヤコブ・カールソン）
 （2分05秒） ＜STUNT REC. STUCD11032＞
13 「悲しくてやりきれない」 （おおたか静流）
 （4分09秒） ＜CONTINENTAL TECN-30125＞
14 「デクスター・ライズ・アゲイン」 （デクスター・ゴードン）
 （3分14秒） ＜日本コロムビア COCB-53941＞
15 「ソリト・メ・ケデ」 （ジェルバ・ブエナ）
 （3分41秒） ＜SONY MUSIC JAPAN SICP472＞
16 「ジス・イズ・マイ・パーティ」 （ファボラス）
 （2分44秒） ＜EXECUTIVE PRODUCERS 62791-2＞
17 「幸せをはこぶメルモ」 （桜井妙子）
 （2分13秒） ＜コロムビア C101＞
18 「ダッキー・ヒップ」 （ゴンチチ）
 （4分32秒） ＜EPIC REC. ESCL2430,2431＞
19 「想いの届く日」 （ミシェル・カミロ＆トマティート）
 （2分10秒） ＜UNIVERSAL UCCM-1179＞
20 「想いの届く日」 （グロリア・エステファン）
 （3分30秒） ＜MASTER WORKS 88765460642＞
21 「パリの橋の下」（ジュリエット・グレコ、メロディ・ガルドー）
 （2分40秒） ＜リスペクト・レコード RECD-188＞
22 「私の最高の歌」（シルビア・ペレス・クルース＆ハビエル・コリーナ・トリオ）
 （2分34秒） ＜ビーンズ・レコード BNSCD8903＞
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