
世界の快適音楽セレクション　2016.12.03.　～赤と緑の音楽～　ゴンチチ、湯浅学 
1． ブレス・オブ・フォレスト / マサヒコ・ミカミとマサヨシ・フジタ 
 （2分58秒）＜SCHOP／IN THE GARDEN SITGR-0001＞ 
2． ア・ガイ・ライク・ミー / グリーン・オン・レッド 
 （2分54秒）＜ポニーキャニオン PCCY-00286＞ 
3． ザ・バンクス・オブ・レッド・ローゼス / ジューン・テイバー 
 （3分50秒）＜KING REC. KICP50＞ 
4． 赤いランプの終列車 / 春日八郎 
 （3分33秒）＜KING REC. KICX4466＞ 
5． バッハ作曲　“クリスマス・オラトリオ”から 主よ、勝ち誇れる敵どもの息まくとき /  
 （合唱）ローザンヌ声楽アンサンブル（管弦楽）ローザンヌ室内管弦楽団（指揮）ミシェル・コルボ 
 （5分06秒）＜BMGビクター R25E1039,1040,1041＞ 
6． グリーンスリーヴス / レイ・バレート（バレット） 
 （2分53秒）＜DISCO TECA DCD2802＞ 
7． グリーンフィンガーズ / キャンバーウェル・ナウ 
 （5分38秒）＜REC REC MUSIC RECREC15T＞ 
8． ミュージック・テルズ・ア・ストーリー パート3 ビッグ・スカイ / スティーヴ・キモック 
 （3分48秒）＜BIG RED BAN PRO. SKP-5＞ 
9． 愛の挽歌 / つなき＆みどり 
 （2分32秒）＜日本コロムビア COCP-37261＞ 
10． レッド・ライダー / ザ・レジデンツ 
 （1分00秒）＜BOMBA REC. BOM22041＞ 
11． レッド・ハウス / ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンス 
 （8分05秒）＜SONY MUSIC SICP4530＞ 
12． ビーン・グリーン / バディー・リッチ 
 （2分58秒）＜BMGファンハウス BVCJ37434＞ 
13． 赤い薔薇 / エルマナス・マルティー 
 （3分19秒）＜BOMBA REC. BOM304＞ 
14． ゼイ・オール・ラフド / ケン・マッキンタイヤー、エリック・ドルフィー 
 （5分08秒）＜ビクター音楽産業 VICJ-23636＞ 
15． やさしいにっぽん人 / 緑魔子 
 （3分19秒）＜キャニオン・レコード M-7＞ 
16． 赤いスカートのクンビア / コラレーハ71 
 （2分25秒）＜BOMBA REC. BOM3003＞ 
17． レッド、ゴールド＆グリーン / ソウル・シンジケート 
 （4分17秒）＜EPIPHANY EP30001-2＞ 
18． グリーン・アフリカ / マムラトゥ・アスタトゥケ 
 （5分12秒）＜STRUT 056CD＞ 
19． 赤と緑のリボン / 和久井映見 
 （4分58秒）＜POLYSTAR PSCR-5378＞ 
20． グリーン・メイルボックス / ゴンチチ 
 （3分41秒）＜EPIC／SONY ESCB1050＞ 
21． レッド・セイルズ・イン・ザ・サンセット / ファッツ・ドミノ 
 （2分38秒）＜DISKY DC871492＞ 
22． ステップ / ハヤシヒロト 
 （4分54秒）＜LUM DEE DAY LDD-100＞ 

Page-!1



2016.12.10.　～暖房器具の音楽～　ゴンチチ、藤川パパQ 

1． 海と空と太陽と～サンセット～ / ゴンチチ 
 （2分52秒）＜（株）フライングドッグ VTCL-60434＞ 

2． セッティング・ザ・ウッズ・オン・ファイア / ジョー・スタッフォード、フランキー・レーン 
 （1分52秒）＜CORINTHIAN COR-115CD＞ 

3． アイ・コンセントレイト・オン・ユー / ジョニー・マティス 
 （3分16秒）＜COLUMBIA／LEGACY CK65862＞ 

4． ベイビー・イッツ・コールド・アウトサイド / レイ・チャールズ、ベティ・カーター 
 （4分07秒）＜RHINO R275572＞ 

5． オールド・ファッションド・ラヴ・ソング / スリー・ドッグ・ナイト 
 （3分20秒）＜UNIVERSAL UICY-1526＞ 

6． リリック / ジェローム・リチャードソン 
 （7分19秒）＜UNIVERSAL UCCO-5355＞ 

7． たきび / 中山うり 
 （2分30秒）＜AVEX RZCM-46433＞ 

8. 永田錦煌作曲　小田錦蛙作詞　“鉢の木”中間部分 / （琵琶）田中錦煌 
 （4分46秒）＜SOUND SUN SN-2287＞ 

9． 山田耕筰作曲　“ペチカ”前半部分 / （テノール）エルンスト・ヘフリガー、（ピアノ）イリナ・ニキーティナ 
 （2分58秒）＜UNIVERSAL UCCS-1093＞ 

10． フィーヴァー / ジョー・サンプル、レイラ・ハサウェイ 
 （5分35秒）＜VIDEOARTS VACM-1158＞ 

11． ガット・ラヴ・イフ・ユー・ウォント・イット / ビリー・ギボンズ＆ザBFGズ 
 （4分16秒）＜CONCORD REC. CRE-37886-02＞ 

12． ザ・クリスマス・ソング / ナット・キング・コール 
 （3分11秒）＜東芝EMI TOCP-67538＞ 

13． イージー・リビング / フィル・ウッズ 
 （4分53秒）＜EPIC ESCA7757＞ 

14． 暖かい家庭 / ジルベルト・ジル、ミルトン・ナシメント 
 （4分27秒）＜WEA MUSIC 857382810＞ 

15． バット・ノット・フォー・ミー / キャロル・スローン 
 （4分43秒）＜SONY MUSIC XQAM-1079＞ 

16． 家をつくるなら / 加藤和彦 
 （2分22秒）＜東芝EMI TOCP-10895＞ 

17． スリー・スウィート・ブーン / ゴンチチ 
 （1分22秒）＜EPIC REC. ESCL-3574＞ 

18． テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー / クインシー・ジョーンズ 
 （4分34秒）＜UNIVERSAL UCCU-5207＞ 

19． テル・ミー・ア・ベッドタイム・ストーリー / ロバート・グラスパー・エクスペリメント 
 （7分03秒）＜BLUE NOTE REC. 00602547970503＞ 

20． 歓迎されない人 / テテ 
 （3分10秒）＜メタカンパニー ERPCD-15030＞ 

21． ソルプレッサ / ホセ・アントニオ・メンデス 
 （3分03秒）＜ディスコ・カラムバ CRACD-259＞ 
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2016.12.17.　～年末恒例大蔵ざらえ～　ゴンチチ、藤川パパQ 

1． 渚のアンラッキーボーイズ / ゴンチチ 
 （4分27秒）＜CUBE INC. QBIX-32＞ 

2． テイク・イット・フロム・ミー / テリー・ギブス 
 （4分23秒）＜UNIVERSAL UCCI-9170＞ 

3． サムシングズ・コーリング / ザ・ジェームズ・ハンター・シックス 
 （3分22秒）＜DAPTONE REC. DAP-040＞ 

4． ホワット・カインド・オブ・フール・アム・アイ / ビル・エヴァンス 
 （2分54秒）＜RESONANCE REC. HCD-2019＞ 

5． ライセス（ルーツ） / アルフレッド・ロドリゲス、リチャード・ボナ 
 （4分25秒）＜MACK AVENUE REC. MAC1109C＞ 

6． ア・チェンジ・イズ・ゴナ・カム / オズ・ノイ 
 （6分40秒）＜ABSTRACT LOGIX ABLX052＞ 

7． 俺の頭の中では / ムチャチート 
 （3分19秒）＜ORFANATO ELECTRICO OE04CD＞ 

8． ジュルス / シャイ・ベン・ツール、ジョニー・グリーンウッド、ザ・ラジャスタン・エクスプレス 
 （3分45秒）＜NONESUCH 7559794847＞ 

9． ターニング・タイム・アラウンド / ルー・リード 
 （4分20秒）＜NONESUCH 7559794888＞ 

10． オン・ア・クリアー・デイ / ソニー・クリス 
 （6分21秒）＜PRESTIGE OJCCD-655-2＞ 

11． 私たちはここにいる / タンガ 
 （3分48秒）＜BUDA REC. 4793668＞ 

12． 武満徹作曲　しあわせ / （ギター）鈴木大介　（ギター）松尾俊介 
 （3分42秒）＜BELLWOOD REC. BZCS3090＞ 

13．スティーヴ・ライヒ作曲　“ダニエル・ヴァリエーションズ”から 第3楽章 
 “その夢が恐るべき敵に降りかかりますように” / （管弦楽）MDR交響楽団（指揮）クリスチャン・ヤルヴィ 
 （4分27秒）＜SONY MUSIC 88985366362＞ 

14． ペゼ・カフェ / レイラ・マッカラ 
 （3分52秒）＜JAZZ VILLAGE JV570116＞ 

15． ドント・テイク・ユア・ラヴ・フロム・ミー / フリップ・フィリップス 
 （3分32秒）＜VERVE MUSIC MGC-105＞ 

16． テ・レクエルド・アマンダ / メリー・ムルア 
 （5分32秒）＜EDEN SRL MAMCD943＞ 

17． ホワット・チャイルド・イズ・ディス？（グリーン・スリーヴズ） / ゴンチチ 
 （2分21秒）＜EPIC ESCL-3574＞ 

18． だんじゅかりゆし / 平安隆 
 （4分33秒）＜メタカンパニー CMSK-006＞ 

19． ある恋の物語 / ルス・カサル 
 （3分45秒）＜PARLOPHONE RES-286＞
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