
世界の快適音楽セレクション　2016.04.02.　～ドキドキの音楽～　ゴンチチ、湯浅学 
１． ガールズ・ラヴ・スリルズ / ゴンチチ 
 （4分07秒）＜EPIC／SONY ESCB1309＞ 
２． この胸のときめきを / ダスティ・スプリングフィールド 
 （2分48秒）＜UNIVERSAL PHCY-3044＞ 
３． ダズ・ユア・ハート・ビート・フォー・ミー / マクガイヤー・シスターズ 
 （2分29秒）＜JASMINE REC. JASCD601＞ 
４． アフェティヴォ / マウロ・セニーゼ 
 （5分10秒）＜BISCOITO FINO BF150-2＞ 
５．モーツァルト作曲　歌劇“ドン・ジョヴァンニ”から 恋人よ、さあこの薬で /  
 （メゾ・ソプラノ）チェチーリア・バルトリ、（管弦楽）ウィーン室内管弦楽団、 
 （指揮）ジョルジー・フィッシャー 
 （3分42秒）＜POLYDOR POCL-1149＞ 
６． ティーチャー・アイ・ニード・ユー / エルトン・ジョン 
 （4分08秒）＜ROCKET REC. 314-528 154-2＞ 
７．ドビュッシー作曲　映像第1集から 第1曲 水に映る影 /  
 （ピアノ）アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ 
 （4分50秒）＜POLYDOR 415372-2＞ 
８． どきどき旅行 / 岩崎良美 
 （3分30秒）＜コロムビア COCP-37 459＞ 
９． カピンチュッ（胸のときめき） / アアン・ダルワティ、マイ・スマルナ 
 （4分17秒）＜SOUP REC. 905D＞ 
10． おまえに首ったけ / ホセ・アントニオ・メンデス 
 （3分29秒）＜EL SUR REC. 006＞ 
11． 君は美しくて僕はおかしくなってしまった / カラファイ 
 （2分55秒）＜BOMBA REC. BOM513＞ 
12． ハートがドキドキ / ハーマンズ・ハーミッツ 
 （2分15秒）＜WARNER MUSIC WPCR-16222＞ 
13． 君は何処へ / フランク・ドミンゲス 
 （4分02秒）＜ディスコカラムバ CRACD-255＞ 
14． いい娘に逢ったらドキッ / 伊藤咲子 
 （3分50秒）＜東芝EMI PCD-1393＞ 
15． ファイブ・ハンドレッド・ハート・ビート / ル・フチュール・ポンピスト 
 （3分31秒）＜HAPPY PRINCE／NATUREBLISS INC. HPPR029＞ 
16． こまっちゃうナ / 山本リンダ 
 （3分03秒）＜徳間ジャパン TKCA-73571＞ 
17． ドント・ウォリー・ベイビー / ロニー・スペクター 
 （3分24秒）＜K♪LL ROCK★’S KRS348＞ 
18． いつでもどきどきしてるんだ / 西六郷少年少女合唱団 
 （2分01秒）＜キングレコード KICG-2030＞ 
19． 走る女 / ゴンチチ 
 （3分05秒）＜ポニーキャニオン PCCA-02179＞ 
20． パラダイス / レミー＆ジ・アップセッターズ・ウィズ・ミック・グリーン 
 （3分20秒）＜SANCTUARY REC. CMEDD1205＞ 
21． ともしび商店街 / 豊田道倫 
 （4分30秒）＜HEADZ WEATHER069／HWADZ21＞ 
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2016.04.09.　～ふかふかの音楽～　ゴンチチ、湯浅学 
１． 朝のめざめ / ゴンチチ 
 （3分13秒）＜ポニーキャニオン PCCA-02102＞ 
２． 1910コットン・キャンディ・キャッスル / 1910フルーツガム・カンパニー 
 （2分18秒）＜ビクター・エンタテインメント VICP-5352＞ 
３． レッド・カーペット・ラグ / デヴィッド・レイブマン＆エリック・ショーエンバーグ 
 （4分12秒）＜NALY D NACD-3208＞ 
４． キミー・イン・ア・ライス・フィールド / ツイン・シスター 
 （3分51秒）＜DOMINO REC. DNO304＞ 
５． こどもさんびかから ふんわりけのこひつじ / 東京荒川少年少女合唱隊 
 （0分53秒）＜ビクター・エンタテインメント VICG-60300＞ 
６． トライ・カウンティング・シープ / ブラック・シープ 
 （4分24秒）＜MERCURY PHCR-1148＞ 
７． オール・ザ・ウェイ / ブレンダ・リー 
 （3分04秒）＜UNIVERSAL UCCU-3075＞ 
８． 雲にのりたい / 黛ジュン 
 （2分54秒）＜東芝EMI TOCT-0215＞ 
９． リトル・ラビット、ラビット・ホエアリズ・ユア・マミー / クロケット・ファミリー・マウンテナーズ 
 （3分02秒）＜YAZOO REC. 2200-1＞ 
10． 草の上で / ラス・チカス・デル・カン 
 （4分28秒）＜ボンバレコード BOM2052＞ 
11． 夜のベッドで / エラズモ・カルロス 
 （3分17秒）＜UNIVERSAL 0044003821828＞ 
12． ロンダ / ハンプトン・ホウズ 
 （3分35秒）＜CONTEMPORARY OJCCD-178-2＞ 
13． ふとん～母の唄 / 島倉千代子 
 （2分41秒）＜日本コロムビア COCP-36718＞ 
14． コットン・キャンディ・ランド / ミート・パペッツ 
 （2分44秒）＜VIDEO ARTS VACK-1160＞ 
15． ソファー・ナンバー1 / フランク・ザッパ＆ザ・マザーズ・オブ・インヴェンション 
 （2分39秒）＜RYKODISC RCD10521＞ 
16． アー・ユー・レディ？ / グランド・ファンク・レイルロード 
 （3分28秒）＜東芝EMI TOCP-67001＞ 
17． 僕のマシュマロちゃん / 森山浩二 
 （2分04秒）＜日本コロムビア COCP30114＞ 
18． ピアノフォニック / 羽毛田丈史 
 （3分07秒）＜HATS UNLIMITED HUCD-10183＞ 
19． ボディー・オン・ザ・ソファー / ケヴ・ホッパー 
 （3分54秒）＜AFTER HOURS AH-117＞ 
20． 桜舞う道 / ゴンチチ 
 （4分27秒）＜ポニーキャニオン PCCA-02230＞ 
21． 緑の入江 / マリオ・ミジャーン・メディーナ 
 （2分20秒）＜AUDI BOOK AB131＞ 
22． ピッッキン・アップ・チックス・オン・ダウリング・ストリート /  
 ビリー・ギボンズ・アンド・ザ・ビーエフジーズ 
 （4分10秒）＜CONCORD REC. CRE-37890-01＞ 
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2016.04.16.　～エブリの音楽～　ゴンチチ、藤川パパQ 

１． 楽しみな週末 / ゴンチチ 
 （4分18秒）＜IN THE GARDEN XNHL15002＞ 

２． エブリシング・ハプンズ・トゥ・ミー / セロニアス・モンク 
 （5分36秒）＜OJC REMASTERS OJC-3284402＞ 

３． エブリー・カラー・ユー・アー / デヴィッド・シルビアン 
 （4分46秒）＜VIRGIN REC. CDVD2897＞ 

４．ヘンデル作曲 オラトリオ“メサイア”から あらゆる谷は持ち上げられて浅くなり /  
 （テノール）イアン・ボストリッジ、 
 （管弦楽）ジ・エイジ・オブ・インライトメント管弦楽団、（指揮）ハリー・ビケット 
 （3分05秒）＜東芝EMI TOCE-56103＞ 

５． エブリデイ・アイ・ハブ・ザ・ブルース / B.B.キング 
 （2分38秒）＜MCA MVCM-247＞ 

６． ア・チャイルド・イズ・ボーン / サド・ジョーンズ＆メル・ルイス 
 （4分07秒）＜UNIVERSAL TYCJ-81093＞ 

７． エブリボディ・バッピン / ランバート、ヘンドリックス＆ロス 
 （4分11秒）＜COLUMBIA CK-45020＞ 

８． エブリシング・スキャッター / ミュージカル“フェラ！”オリジナル・ブロードウェイ・キャスト 
 （4分53秒）＜KNITTING FACTORY KFR1103＞ 

９． エブリシング・マスト・チェンジ / ジョージ・ベンソン 
 （6分44秒）＜WARNER BROS. 2983-2＞ 

10． トレイニン・ザ・フィンガーズ / ハリー・リーザー 
 （3分21秒）＜DOCUMENT REC. DOCD-1108＞ 

11． トド・ティエネ・ス・オラ / フアン・ルイス・ゲーラ 
 （3分17秒）＜CAPITOL REC. B 002204402＞ 

12． 見つめていたい / ポリス 
 （4分06秒）＜POLYDOR K.K. POCM-1990＞ 

13． エブリー・ロンリー・ナイト / エディ藩 
 （4分10秒）＜東芝EMI TOCI-16034＞ 

14． 映画“江分利満氏の優雅な生活”タイトル曲ほか / 映画“江分利満氏の優雅な生活”サントラ 
 （9分36秒）＜SLC INC. SLCS-7113＞ 

15． マダムQと食卓 / ゴンチチ 
 （4分28秒）＜EPIC／SONY ESCB1059＞ 

16． ブラジル / ダニエル・バレンボイム ほか 
 （1分54秒）＜TELDEC 8573-80651＞ 

17． ブラジル / イリアーヌ・イリアス 
 （3分45秒）＜CONCORD JAZZ 0888072366930＞ 

18． テファイラ / マリエム・ハッサン＆バディア・ミント・エル・ハネビ 
 （3分22秒）＜ビーンズレコード BNSCD-5507＞ 

19. 私の叫びを聞いてくれたら / ユーカンダンツ 
 （4分24秒）＜オルターポップ AFPCD-35354＞ 
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2016.04.23.　～スマイルの音楽～　ゴンチチ，藤川パパQ 

１． マイ・フェイバリット・シングス / ゴンチチ 
 （4分03秒）＜IN THE GARDEN XNHL-15002／B＞ 

２． スマイル / テディ・ウィルソン 
 （3分24秒）＜POLYGRAM POCJ-2586＞ 

３． ユア・スマイル / ジョッシュ・ターナー 
 （3分30秒）＜MCA NASHVILLE B0013363-02＞ 

４． ヒア・カムズ・スマイリー / スマイリー・ルイス 
 （2分33秒）＜CLASSICS REC. 5166＞ 

５． ホエン・ユア・スマイリング / キャロル・ウェルスマン 
 （4分40秒）＜TACS REC. TACM-0015＞ 

６． トゥルビリャン・ヂ・ベイジョス / ジャコー・ド・バンドリン 
 （2分48秒）＜ACOUSTIC DISC ACD-13＞ 

７． グッド・バイブレーションズ / ブライアン・ウィルソン 
 （4分27秒）＜NONESUCH MUSIC WPCR-11916＞ 

８． オービッツ / マイルス・デイヴィス 
 （4分37秒）＜COLUMBIA CK65682＞ 

９． 雨に微笑みを / クリアビュー・ハーモニクス 
 （6分39秒）＜J！MCO REC. JICM-89608＞ 

10． ル・グードロン / ブリジット・フォンテーヌ 
 （4分10秒）＜SUPERIOR VIADUCT SV042＞ 

11． ソーヒ（スマイル） / ジャヴァン 
 （3分18秒）＜EPIC 2-479373＞ 

12． グリーンスリーヴス / ジョン・コルトレーン 
 （3分39秒）＜MCA VICTOR MVCI-23057＞ 

13． ぼくらに微笑みを / シカゴ 
 （2分57秒）＜RHINO R2 73229＞ 

14． アイル・ネバー・スマイル・アゲイン / フランク・シナトラ 
 （3分45秒）＜REAL GONE RGJCD268＞ 

15． スマイル・ハッピー / ウォー 
 （7分25秒）＜AVENUE REC. R2 71051＞ 

16． スマイル・ユア・オン・ザ・ロード / トミー・テデスコ 
 （5分03秒）＜CAPRI REC. #75002-2＞ 

17． ライフ・サイド・オブ・ハピネス / ゴンチチ 
 （4分45秒）＜SONY MUSIC LABEL ESCL30013,30014＞ 

18． モントーバンの炎 / ダニエル・コラン＆マティルド・フェブレール 
 （2分28秒）＜リスペクトレコード RES-277＞ 

19． 草地 / ニコライ・ヘス 
 （5分02秒）＜CLOUD DDCJ-4018＞
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