
世界の快適音楽セレクション　2016.09.03.　～収納の音楽～　ゴンチチ、湯浅学 

１． ノルウェイの森 / ゴンチチ 
 （2分17秒）＜ポニーキャニオン PCCA-01792＞ 

２． 貨物列車 / チェット・アトキンス 
 （2分04秒）＜BMGファンハウス BVCM-37327＞ 

３． エンプティー・ボディード・シェルフ / ドフ 
 （3分53秒）＜ABANDON BUILDING PDP6506＞ 

４． ハッツ・オフ・アメリカ！ / ハングリー・チャック 
 （2分47秒）＜VICTOR ENT. VICP-64224＞ 

５．アルベニス作曲　セビーリャ / （ギター）マリア・エステル 
 （5分10秒）＜FUN HOUSE FHCE-2001＞ 

６． メガロパの本棚 / へぼ詩人の蜂蜜酒 
 （4分36秒）＜OFF NOTE ON-2＞ 

７． サブロソン / エドマール・カスタネーダ 
 （5分39秒）＜ARPAY VOZ PRODUCTIONS ARTIST SHARE AS0095＞ 

８． 来梅の箪笥かつぎ唄 / 森田圭一 
 （4分05秒）＜日本伝統文化振興財団 VZCG-738＞ 

９． 倉庫 / レナード・コーエン 
 （5分06秒）＜SONY BMG ENT. 88697047422＞ 

10． 籠の中の鳥 / ヘティ・クース・エンダン 
 （2分58秒）＜RICE REC. GNR002＞ 

11． リズム＆ブルース・スケルトンズ・イン・ザ・クローゼット / ジョージ・クリントン 
 （4分20秒）＜EMI ST-12481＞ 

12． 貨物飛行機の最期 / セルジュ・ゲンスブール 
 （7分40秒）＜UNIVERSAL UICY93159＞ 

13． レイ・レディ・レイ / ニコライ・ヘス 
 （5分58秒）＜CLOUD DDCJ-4018＞ 

14． 冷蔵庫 / 友川かずき 
 （0分50秒）＜徳間ジャパン CHOPD-026＞ 

15． ピラミッド / モダン・ジャズ・カルテット 
 （6分16秒）＜ATLANTIC 1325＞ 

16． 静かな昼下がり / 南佳孝 
 （4分47秒）＜SONY MUSIC ENT. SRCL-1814＞ 

17． ララバイ / 映画“箪笥”サントラ 
 （3分53秒）＜RENTRAK JAPAN RECS-0028＞ 

18． 幸せのタネをまこう / 浜口庫之助 
 （2分16秒）＜SONY MUSIC MHCL-1263＞ 

19． レストレス・エレヴェーター / ゴンチチ 
 （3分32秒）＜EPIC／SONY ESCB1061＞ 

20． ロンリー / アラン・ヴェガ 
 （2分40秒）＜ZE REC. PVC7915＞ 

21． ワルギ / カーネーション 
 （4分00秒）＜日本クラウン CRCP40468169＞ 
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2016.09.10.　～空飛ぶ音楽～　ゴンチチ、湯浅学 

１． 雲の彼方に / ゴンチチ 
 （2分07秒）＜EICP ESCL3738＞ 

２． 空飛ぶギター / 寺内タケシ＆ブルージーンズ 
 （2分42秒）＜キングレコード KICS623＞ 

３．ラヴェル作曲　組曲“マ・メール・ロワ”から 美女と野獣の対話 / レイ・ゲラ 
 （4分03秒）＜UNICORNIO UN-CD8003＞ 

４． フライング・ダウン・トゥー・リオ / ザ・デイヴ・ペル・オクテット 
 （2分47秒）＜COLLECTABLES COL-CD-6913＞ 

５．ヘンデル作曲　カンタータ“炎の中で”から 飛べる者は空中を飛ぶがよい / （オーボエ）アルブレヒト・マイヤー 
 （2分27秒）＜UNIVERSAL UCCG-1439＞ 

６． 空飛ぶ泥棒 / ル・バルーシュ 
 （3分14秒）＜オルターポップ ERPCD-15028＞ 

７． ドゥー・ザ・アストラル・プレイン / フライング・ロータス 
 （3分57秒）＜BEAT REC. BRC-254＞ 

８． ハーマ・ヂ・ヌヴェンス / ナナ・カイミ 
 （3分44秒）＜EMI 5427092＞ 

９． 空飛ぶ花嫁 / スパンク・ハッピー 
 （5分18秒）＜東芝EMI TOCT-8893＞ 

10． 鳩 / ギョクハン・オゼン 
 （4分40秒）＜DOGAN MUSIC COMPANY CDM27016＞ 

11． 空飛ぶ法王 / 笹久保伸 
 （5分24秒）＜ビーンズレコード BNSDX-7001＞ 

12． ラヴァーズ＆アザー・ストレンジャーズ / フライング・リザーズ 
 （3分13秒）＜VICTOR VIP-6979＞ 

13． スカイ・トレイン / ラスカルズ 
 （5分46秒）＜SONY REC. SRCS6451＞ 

14． ザ・ウィンド / キース・ジャレット 
 （6分03秒）＜ECM ECM1401＞ 

15． 夜間飛行 / フランク永井 
 （3分52秒）＜ビクター VS-152＞ 

16． クリスティーンズ・チューン / フライング・ブリトー・ブラザーズ 
 （3分00秒）＜UNIVERSAL MUSIC 069490610-2＞ 

17． ザ・ピーコックス / ジョルジュ・アルバニタス・カルテット 
 （5分18秒）＜CARRE RE CA802（96437）＞ 

18． フライング / ザ・ビートルズ 
 （2分17秒）＜東芝EMI CP32-5334＞ 

19． ペルシアのじゅうたん / チチ松村 
 （5分00秒）＜IN THE GARDEN XNHL-12001＞ 

20． ベッチャ・バイ・ゴール・ワウ！ / プリンス 
 （3分32秒）＜NPG REC. 724388356121＞ 

21． 超人大会 / 坂本慎太郎 
 （3分42秒）＜ZELONE REC. ZEL-015＞ 
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2016.09.17.　～ギザギザとクネクネの音楽～　ゴンチチ、藤川パパＱ 

１． 海と空と太陽と～モーニング～ / ゴンチチ 
 （2分44秒）＜FLYING DOG VTCL-60434＞ 

２． スリー・コインズ・イン・ザ・ファウンテン / マントヴァーニ 
 （3分42秒）＜SPECTRUM MUSIC SPECSIG2046＞ 

３． エゴ・ダンス / ソフト・バレエ 
 （4分55秒）＜ALFA REC. ALCA-132＞ 

４． シェイク・イット / サンタナ 
 （4分45秒）＜SANTANAⅣ REC. 5533-CD-0069＞ 

５． ザ・サイドワインダー / ミシェル・カミロ 
 （6分08秒）＜UNIVERSAL UCCM-1199＞ 

６． マン・ウィズ・ア・ホーン / アル・ハート 
 （2分57秒）＜COLLECTABLES COL-CD-2749＞ 

７． ホプキンス・スカイ・ホップ / ライトニン・ホプキンス 
 （2分13秒）＜P-VINE PCD-23783＞ 

８． ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード / ロバータ・フラック 
 （4分05秒）＜SONY ATV MUSIC FTN17852＞ 

９． ブライトンの海辺で / ボブ・ジェームス 
 （5分36秒）＜JVCケンウッド・ビクターエンタテインメント VICJ-1381＞ 

10． モンロー・ウォーク / 南佳孝 
 （5分34秒）＜KITTY KTCR-1381＞ 

11． ザ・ヤーニング / クライヴ・キャロル 
 （3分04秒）＜OLD BRIDGE MUSIC OBMCD12＞ 

12． ワン / レオン・トーマス 
 （3分05秒）＜FLYING DUCHMAN REC. CDBGPM262＞ 

13． レゲエ・フィ・ピーチ / リントン・クウェシ・ジョンソン 
 （2分41秒）＜ISLAND REC. RRCD26＞ 

14．チャイコフスキー作曲　バレエ音楽“くるみ割り人形”から コーヒー（アラビアの踊り） /  
 （管弦楽）ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団、（指揮）ヘルベルト・フォン・カラヤン 
 （2分44秒）＜POLYGRAM POCG-90023＞ 

15． クロック / プラッド 
 （4分23秒）＜WARP REC. BRC-517＞ 

16． ニューヨーク・ヌードル・タウン / ヨーコ・オノ・プラスティック・オノ・バンド 
 （3分15秒）＜CHIMERA MUSIC XQJQ-1010＞ 

17． リング / 江藤有希 
 （1分42秒）＜HAPPINESS REC. HRBR-002＞ 

18． ヨポズ・バイシクル / フェイ・ロフスキー 
 （3分00秒）＜BASTA BASTA3090322＞ 

19． きっと会える / ゴンチチ 
 （3分48秒）＜FLYING DOG VTCL-60434＞ 

20． 婆様のドラム・ビート / ファンファーレ・チョカリーア 
 （4分28秒）＜プランクトン VIVO-271＞ 

21． クレメンタイン・ジャム / オーケストラ・バオバブ 
 （4分20秒）＜4AD／HOSTESS BGJ-1036-41＞ 
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2016.09.24.　～ウィスキーとビールの音楽～　ゴンチチ、藤川パパＱ 
１． ランドスケープ / ゴンチチ 
 （3分22秒）＜FLYING DOG VTCL-60434＞ 
２． ジャンピン・ジャック・フラッシュ / ローリング・ストーンズ 
 （3分39秒）＜UNIVERSAL UICY-1398＞ 
３． ワン・スコッチ・ワン・バーボン・ワン・ビア / スヌークス・イーグリン 
 （2分43秒）＜SMITHSONIAN FOLKWAYS SFWCD40165＞ 
４． アルコール / キンクス 
 （3分35秒）＜VICTOR VICP60444＞ 
５． フィリードッグ / ハービー・マン 
 （5分10秒）＜WARNER MUSIC WPCR-27170＞ 
６． アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー / ディック・ハイマン、マリー・メイヨ 
 （3分37秒）＜THE OMNI REC. OMNI-180＞ 
７． ウィスキーの唄 / 高田渡 
 （1分58秒）＜ウルトラ・ヴァイヴ CDSOL-1501＞ 
８．ヴェホダ作曲　ビヤだるポルカ / （管弦楽）ロンドン交響楽団、（指揮）スタンリー・ブラック 
 （1分35秒）＜CBS／SONY 32DC561＞ 
９．スーザ作曲　ウィスキー（スコッチ、アイリッシュ、バーボン＆ライ） /  
 （演奏）ノルウェー王国海軍軍楽隊、（指揮）キース・ブライオン 
 （4分43秒）＜NAXOS 8.559397＞ 
10． セルベサ / アルベルト城間、熱帯ジャズ楽団 
 （5分03秒）＜ビクターエンターテインメント VICJ-61447＞ 
11． パック・アップ・ユア・ソローズ / ミミ＆リチャード・ファリナ 
 （2分59秒）＜VANGUARD 79174-2＞ 
12． アラバマ・ソング（ウィスキー・バー） / ドアーズ 
 （3分16秒）＜ELEKTRA／RHINO WPCR-12676＞ 
13． 冷えたビールがないなんて / ムーンライダーズ 
 （3分17秒）＜FUN HOUSE FHCT-2020＞ 
14． 映画“アンダーグラウンド”から ウエディング～コチェック / 映画“アンダーグラウンド”サントラ 
 （3分32秒）＜MERCURY 5289102＞ 
15． ウィスキー、ビア＆ワイン / バディ・ガイ 
 （4分19秒）＜RCA 88875-12037-2＞ 
16． アイ・ドリンク / メアリー・ゴウシェ 
 （4分32秒）＜ACE CDCH2 1202＞ 
17． シンス・アイ・フェル・フォー・ユー / トム・ウエイツ 
 （2分34秒）＜ZIP CITY ZCCD020＞ 
18. フィエスタ（コン・エル・ウィスキー・デル・フォルクロール） / メリディアン・ブラザーズ 
 （5分19秒）＜SOUNDWAY D049＞ 
19． ディライトフル・デイ / ゴンチチ 
 （3分26秒）＜FLYING DOG VTCL-60434＞ 
20． ワルツ・フォー・デビー / モニカ・テッセルンド、ビル・エヴァンス 
 （2分46秒）＜UNIVERSAL UCCV-4074＞ 
21． ワルツ・フォー・デビー / アラン・トゥーサン 
 （3分14秒）＜NONESUCH 7559794677＞ 
22． かぎやで風節 / （唄・三線）野原廣信 
 （3分49秒）＜リスペクトレコード RES-283＞
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