
世界の快適音楽セレクション　2016.10.01.　～安心安定の音楽～　ゴンチチ、渡辺亨 

１． 幸せな日々 / ゴンチチ 
 （2分10秒）＜EPIC／SONY ESCB1061＞ 

２． ア・ビューティフル・モーニング / ラスカルズ 
 （2分35秒）＜ATLAMTIC AMCY-321＞ 

３． イッツ・ソー・ピースフル・イン・ザ・カントリー / フランク・ウェス・クァルテット 
 （4分01秒）＜PRESTIGE／MOODSVILLE OJCCD-1103-2＞ 

４．武満徹作曲　小さな空 / （歌）波多野睦美、（ギター）つのだたかし 
 （3分48秒）＜WARNER WPCS-11475＞ 

５． クラウズ / ジジ・マシン 
 （4分57秒）＜P-VINE PCD-24520＞ 

６． セッテ・シャンソン・エ・プール・ヴ / ジャン・サブロン 
 （3分06秒）＜CHANSOPHONE 158＞ 

７． ドント・ウォリー・ベイビー / カリフォルニア・ミュージック 
 （2分45秒）＜RCA SS-2509＞ 

８． カンナパリ / ルイ 
 （2分26秒）＜INPARTMAINT INC. RCIP-0142＞ 

９． ラケ・ラカンハール / ヘナート・モタ、パトリシア・ロバート 
 （7分14秒）＜NRT DDCN-3008＞ 

10． ルック・イン・サイド・ユア・ハート / レオン＆エリック・ビブ 
 （4分09秒）＜MANHATON REC. HATMAN2007＞ 

11．シェーンベルク作曲　“6つのピアノ小品”から 第6曲 / （ピアノ）グレン・グールド 
 （1分25秒）＜SONY MUSIC SICC1838＞ 

12. わたしの魂のために / イノセンス・ミッション 
 （1分18秒）＜BADMAN REC. BSCP301108＞ 

13． トゥエンティーシックス・ツー / ラヴィ・コルトレーン 
 （5分07秒）＜SONY MUSIC ARTISTS VRCL-38823＞ 

14． エヴリバディー・ニーズ・ア・フレンド / カーティス・メイフィールド 
 （4分51秒）＜J！MCO JICK-89536＞ 

15． クローサー・トゥゲザー / スリム・スミス 
 （2分59秒）＜TROJAN REC. CDTRL376＞ 

16． ポエティカ～オ・アストロナウタ（宇宙飛行士）～ミーニャ・ナモラーダ（私の恋人） / マリア・ベターニャ 
 （5分15秒）＜BISCOITO FINO BF-571＞ 

17． 父と母 / ゴンチチ 
 （3分12秒）＜EPIC／SONY ESCB1420＞ 

18． 映画“男と女”から 今日、あなたが / 映画“男と女”オリジナル・サントラ盤　ニコル・クロワジーユ 
 （2分08秒）＜OMAGATOKI CO. OMCX-1122＞ 

19． むこう岸 / ピエール・バルー、清水靖晃、ムーンライダーズ 
 （6分00秒）＜CORE PORT RPOP-10019＞ 

20． オ・ヴェント / ジョアナ・ケイロス、ハファエル・マルティニ、ベルナルド・ハモス 
 （6分19秒）＜SPIRAL REC. SPIRA1110＞ 
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2016.10.8.　～指輪と首飾りの音楽～　ゴンチチ、渡辺亨 

１． いちばん大事なもの / ゴンチチ 
 （4分40秒）＜EPIC／SONY ESCB1157＞ 

２． ハーヴェスト・フォー・ザ・ワールド / アイズレー・ブラザーズ 
 （3分53秒）＜SONY SRCS6465＞ 

３． （ゲイリー・プリーズ・ドント・セル・）マイ・ダイアモンド・リング / ウェンディ・ヒル 
 （1分59秒）＜ACE CDCHD1166＞ 

４． リヴェレーション / チャールズ・マッセル・ホワイト 
 （4分21秒）＜ALLIGATOR REC. ALCD4818＞ 

５． ブルー・フェニックス / デニー・ザイトリン 
 （15分27秒）＜SONY MUSIC LABEL SICP4220＞ 

６． ア・ヴォス・ド・モルト / アンドレア・マーキー 
 （2分55秒）＜YBRAZIL？ MUSIC YB？CD002＞ 

７． アブストラクショニズムス / Qティップ、ケニー・ギャレット 
 （5分18秒）＜BMG JAPAN BVCP40127＞ 

８． ア・メロディ / ジョージ・デューク 
 （4分07秒）＜HEADS UP INTERNATIONAL HUI-32031-02＞ 

９． バッファロー / ジョン・レンボーン 
 （2分34秒）＜TRANSATLANTIC REC. ESMCD408＞ 

10． セニョリータ・ウィズ・ア・ネックレス・オブ・ティアーズ （涙を束ねたネックレス） / ポール・サイモン 
 （3分41秒）＜WARNER WPCR10809＞ 

11． ナ・レイ・オ・ハワイ / レナ・マシャード 
 （2分58秒）＜OFFICE SAMBINHA HSR-438＞ 

12． 7つの指輪 / エグベルト・ジスモンチ・グループ 
 （9分08秒）＜POLYDOR POCJ-1071＞ 

13． ミュリエル / トム・ウェイツ 
 （3分33秒）＜AS YLUM REC. 7E-1117＞ 

14． オデカケ / ゴンチチ 
 （0分44秒）＜ポニーキャニオン PCCA-04105＞ 

15． アイヴ・ネヴァー・ビーン・イン・ラヴ・ビフォー /  
 イーサン・ホーク・ウィズ・デヴィッド・ブレイド・カルテット 
 （4分03秒）＜RHINO WPCR-17227＞ 

16． ブロークン・ウィング / チェット・ベイカー 
 （3分43秒）＜UNIVERSAL 013043-2＞ 

17． マグナス / ティレリー 
 （2分56秒）＜コアポート RPOZ-10026＞ 

18． オー・アイ・ロング・トゥー・フィール・ユア・アームズ・アラウンド・ミー / ティレリー 
 （3分25秒）＜コアポート RPOZ-10026＞ 
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2016.10.15.　～鉄と銅の音楽～　ゴンチチ、湯浅学 
１． スモークド・サーモン・レイルウェイ・マシーン / ゴンザレス三上 
 （3分39秒）＜IN THE GARDEN XNHL-18001＞ 
２． アイアン・マン / ヴァン・ダイク・パークス 
 （3分04秒）＜WARNER BROS. WPCR-12756＞ 
３． オ・トレンジーニョ・ド・カイピラ / ピノ・フォラスティエーレ＆アレシャンドレ・ジズモンチ 
 （5分15秒）＜PACIFIC MUSIC PM15242＞ 
４． センター・オブ・アトラクション / ピストル・ピート 
 （4分08秒）＜P-VINE PCD-25077＞ 
５．土取利行作曲　湛 / （銅鐸）土取利行 
 （2分44秒）＜ビクター音楽産業 VDR-25223＞ 
６． 昔の銅貨 / グラン・アントニオ、セルニータ・デ・ヘレス 
 （2分56秒）＜キングレコード KICW8879＞ 
７． アイアンワークス / ギル・メレ・クァルテット 
 （3分58秒）＜UNIVERSAL UCCO-5240＞ 
８． コバルディア / メルコチータ・イ・ス・コンフント 
 （2分37秒）＜VAMPI SOUL REC. CD092＞ 
９． 鉄塔 / 倉地久美夫 
 （4分27秒）＜WINDBELL FOUR125＞ 
10． 回転する銅鍋伴奏のボスニアの歌 / 旧ユーゴスラビア現地録音 
 （1分33秒）＜KING REC. KICC5763＞ 
11． 銅の鳥 / チーフタンズ、ラ・ネグラ・グラシアーナ 
 （2分35秒）＜UNIVERSAL UCCO-1094＞ 
12． ペイパー・アンド・アイアン / エックス・ティー・シー 
 （4分17秒）＜東芝EMI TOCP-53073＞ 
13． 銅像 / タブー・レイ・ロシュロー 
 （8分09秒）＜STERNS MUSIC STCD3056＞ 
14． ザ・ウエストミンスター・ワルツ / ウォーリー・ストット＆ヒズ・オーケストラ 
 （3分04秒）＜EL REC. ACMEM299CD＞ 
15． 銅画系 / 岡村みどり 
 （1分20秒）＜OUTONEDISC KBS-DDCO-1011＞ 
16． ザ・サウンド・オブ・マイ・マン / セオラ・キルゴア 
 （2分29秒）＜ACE REC. CDCHD 1166＞ 
17． きらめき / グントラ・パスンダン 
 （7分02秒）＜GNP GNR-909＞ 
18 カッパーライン / ジェームス・テイラー 
 （4分13秒）＜COLUMBIA CK46038＞ 
19． ディス・マスト・ビー・ザ・プレイス / アイアン・アンド・ワイン＆ベン・ブリットウェル 
 （3分32秒）＜BLACK CRICKET REC.／BROWN REC. 4732669＞ 
20． ルート135 / ゴンチチ 
 （1分48秒）＜（株）フライングドッグ VTCL-60434＞ 
21． アイ・ラヴ・ユー・バット・アイ・ドント・トラスト・ユー・エニモアー / プリンス 
 （3分34秒）＜ARISTA 07822146242＞ 
22． 世界 / マスカ 
 （2分52秒）＜NEROL NERO-001＞ 
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2016.10.22.　～フリルとリボンの音楽～　ゴンチチ、湯浅学 

１． バスで見た女 / ゴンチチ 
 （4分05秒）＜EPIC／SONY ESCB1062＞ 

２． わたしのフリルつきスカート / カティア・ゲレイロ 
 （1分35秒）＜SOM LIVRE MUSAS-6001＞ 

３． ドニャ・カルメン / ヴィクター・ヴィジャダンゴス 
 （3分22秒）＜NAXOS 8.557658＞ 

４． サムデイ・マイ・プリンス・ウィル・カム / マイルス・デイヴィス 
 （9分06秒）＜COLUMBIA／LEGACY CK65919＞ 

５． プリティー・ピンク・リボン / ケイク 
 （3分08秒）＜SONY MUSIC SRCS2534＞ 

６． 白いカーテン / パパ・ウェンバ 
 （4分02秒）＜SINA PERFORMANCE WMCD30＞ 

７． ア・タイム・フォー・ラヴ / ジャック・ウィルソン 
 （5分46秒）＜東芝EMI TOCJ-6500＞ 

８． ボタンとリボン / トミー藤山 
 （2分20秒）＜日本コロムビア COCA-11784＞ 

９． リボン・ポルカ / エーロ・コスキミエス 
 （0分27秒）＜FINLANDIA 500392＞ 

10． リボン・ボウ / ドリス・ヘンダーソン、ジョン・レンボーン 
 （1分27秒）＜BIG BEAT CDWIKD186＞ 

11． ウェルカム・トゥー・フリルズビル / ソフト・マシーン 
 （10分32秒）＜HUX REC. HUX047＞ 

12． タクスィーム・ヒジャーズ、アルジェリアの夜 / 常味裕司 
 （4分58秒）＜ALWAN REC. ALWAN002＞ 

13． リボンの娘 / スカイ・ホークス 
 （2分23秒）＜COLUMBIA COCP-38371＞ 

14． ブルー・リボンズ / ドビー・グレイ 
 （2分27秒）＜ACE REC. CDCHD1208＞ 

15． ジ・アンクル・ミート・ヴァリエーションズ / マザーズ・オブ・インヴェンション 
 （4分45秒）＜RYKO FZ RCD10506／07＞ 

16． 假装舞踏会 / フランク須田 
 （2分52秒）＜華宙舎 OK-5＞ 

17． アゴラ・シム / ホベルタ・サー 
 （4分20秒）＜MP,B／UNIVERSAL 60252712478＞ 

18． スカーレット・リボンズ / ジョー・スタッフォード 
 （2分28秒）＜東芝EMI TOCP-7383＞ 

19． 遊びの時間 / ゴンチチ 
 （2分47秒）＜（株）フライングドッグ VTCL-60434＞ 

20． スターダスト / ウィーリー・ネルソン 
 （3分53秒）＜COLUMBIA CK35305＞ 

21． 新小岩から亀戸へ / 渚ようこ 
 （4分09秒）＜SOUND OF ELEGANCE SOE1019＞ 
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2016.10.29日土曜 ～luckyの音楽～　ゴンチチ、藤川パパＱ 

１． ハリー・アップ！ / ゴンチチ 
 （2分30秒）＜VTCL-60434＞ 

２． シッティング・イン・ザ・サン / ルーシー・アン・ポーク 
 （2分50秒）＜V.S.O.P.#6CD＞ 

３． ラッキー・ヘンリー / ウォルター・ベッカー 
 （4分34秒）＜74321226092＞ 

４． ラッキー・セブン / ザ・スカタライツ 
 （2分49秒）＜TJACD078＞ 

５． ラッキー・トゥー・ビー・ミー / モニカ・ゼタールンド、ビル・エヴァンス 
 （3分36秒）＜EJD-1001＞ 

６． ヘザー・オン・ザ・ヒル / ジョージ・シアリング、ザ・ロバート・ファーノン・オーケストラ 
 （5分04秒）＜CD-83325＞ 

７． マイ・ラッキー・チャーム / 沢村みつ子 
 （2分37秒）＜COCB-53846＞ 

８． ザット・ラッキー・オールド・サン / ルイ・アームストロング 
 （3分04秒）＜EISK-3＞ 

９．ロッシーニ作曲　歌劇「アディーナ 」 から「幸運な苺たち」 / 
 （ソプラノ）エヴァ・メイ（管弦楽）ミュンヘン放送管弦楽団　（指揮）マルチェロ・ヴィオッティ 
 （5分51秒）＜BVCC-31058＞ 

10． イフ・アイム・ラッキー / チャーリー・ヘイデン、メロディ・ガルドー 
 （5分41秒）＜0602527508160＞ 

11． リトル・ミス・エコー / ザ・レイモンド・スコット・オルケストレッテ 
 （6分17秒）＜EVL2003＞ 

12． ラッキー・ドッグ / ティト・プエンテ 
 （2分51秒）＜CCD2-2132-2＞ 

13． ミスター・ラッキー / ジョン・リー・フッカー 
 （3分22秒）＜VICP-28083＞ 

14． ラッキー・マン / エマーソン、レイク＆パーマー 
 （4分37秒）＜R2 72233＞ 

15． ルージョン / ヘンリー・マンシーニ＆ヒズ・オーケストラ 
 （2分38秒）＜BMCD831＞ 

16． 青い鳥 / ザ・タイガース 
 （3分36秒）＜WMP-30032＞ 

17． スウィング・オン・ザ・ビーチ / ゴンチチ 
 （2分23秒）＜VTCL-60434＞ 

18． ロホ / ボビー・ハッチャーソン 
 （6分02秒）＜0946 3 62667 2 5＞ 

19． ロホ / スティーヴ・カーン 
 （3分43秒）＜FNCJ-5564＞ 

20． 私の青い浜辺で / ロス・モデルニスタス 
 （3分17秒）＜CRACD-258＞
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