「大空への鎮魂」バックナンバー掲載内容（Ｈ26.6） * 残部ある場合は現物で提供できます（実費・送料等）。最新号はHPに掲載なし。
号

発行日

3

4

5

6

表

紙

掲

載

記

事

・広報誌創刊のご挨拶
・陸軍桶川飛行学校を語り継ぐ会会則
・設立趣意書 ・平成18年度事業計画 ・昭和12年6月3日東京日日新
聞（飛行学校開場式記事） ・「終戦直後の飛行学校の思い出」砂川忠
・桶川分教場の誕生 ・名称・所在・特徴 ・「桶川教育隊の思い出」
「桶川分教場の誕生」と現 永井隆夫（元特操1期生）・「当時の記憶をたどる」柳井政徳（副会長・
H18.7.10 4
元整備員）
況写真
・「君よ、あの馬蹄形部落という言葉を・・」阿久津寿一（元特操1期
生）
「入隊した学生、駐留した ・入隊した学生、駐留した兵
Ｈ18.10.10 4 兵」一覧と昭和14年学校幹 ・「桶川教育隊の思い出」（続）永井隆夫
・「当時の記憶をたどる」 （続） 柳井政徳
部と雇員たちの写真
・アサヒグラフ（昭和18年10月20日号）から
・分教場創立3周年記念式典の隊長式辞
式辞（開校3周年記念式典・ ・「少年の頃を振り返る」大野一人（元少飛12期生）
H19.2.10 4
昭和15年）
・「五十年前の夏」 桶川特操3期教官・戸田秀作（特操1期館林）
・第79振武隊の後にも特攻待機部隊があった
第79振武隊寄せ書き写真
・神社に奉納されていた2枚の短冊から（飛行学校調査のきっかけ）
H19.4.7
と”第79振武隊出陣前、突 ・「少年の頃を振り返る」（続） 大野一人
然の隊員交代劇”
・「吉田一雄回想録」吉田一雄（元特操1期）
・報道写真集「学鷲」～陸軍特別操縦見習士官～ ・敷地現況図面
・写真を提供していただいた井上一郎さん
H19.7.10 4 昭和17年頃の正門写真
・「吉田一雄回想録」続 吉田一雄（元特操1期）

創刊
H18.4.10
号

2

ペー
ジ数

4 広報誌創刊のご挨拶

7

H19.11.10 4

滑走路略図と格納庫前に並
べられた”赤とんぼ”写真

8

H20.2.10

正門写真（昭和１８年）

9

H20.4.10

4 滑走路の上空からの写真

10 H20.7.10

入隊式写真（「学鷲」か
4
ら）

・歴代分教場長と主な幹部（高等練習機による訓練＝昭和17年）
・「山崎秀惟回想録」山崎秀惟（元特操1期生）
・「山崎秀惟回想録」（続）
・「終戦後の桶川の２か月」 山岸 雅（元通信兵）
・「山崎秀惟回想録」（続）・特操1期編成表（第１教育班）
「桶川飛行学校の思い出」松永克佑（特操2期矢吹 桶川教官）
・「桶川飛行場」常泉昭亘（特幹１期生・航空通信長岡教育隊出身）

11 H20.10.10 4 青木敏 寄せ書き（日の丸）
12 H21.1.10
13 H21.4.10
14 H21.7.10
15 H22.1.10
16 H22.5.1

「第７９振武特攻隊員が残したもの」

・佐藤イツ（佐藤新平の兄嫁からの手紙）
・第79振武特攻隊の知覧までの経過
少飛第12期生卒業写真（昭 ・少年飛行兵第12期山崎正雄さんの手紙から
4 和18年9月）
・常泉昭亘さんのいた長屋門の所在判明
格納庫周辺 地図
旧飛行学校本部建物 全景 ・「昭和19年10月～20年1月まで」藤田保臣（特操3期岩手 桶川教
4
敷地配置図
官要員
「桶川の思い出」 五月女隆則（元特操2期生）
4 特操1期の飛行訓練
育ち行く学鷲「熊谷飛行学校訪問記」
第79振武隊12人最後の記 ・「戦争と私」轟勲（特操3期岩手→桶川）特操3期修業写真（昭和19
4 念写真 田中富太郎家族写 年12月 ）
・育ち行く学鷲「熊谷飛行学校訪問記」第2回
真
内務班（「学鷲」から）

その１
（表紙）
その２
第79振武隊名簿と幹候9期写真
その3
「翼を振って空に消えた弟」（田中富太郎）
その4
「特攻機に同乗して」柳井政徳
その5
「特攻機に同乗して」柳井政徳
その6
佐藤新平、田中富太郎の手記から
その7
陸軍特別攻撃隊（「田中富太郎大尉の記録」
から）
その8
佐藤新平手記（『留魂録』から）
その９
佐藤新平手記（『留魂録』から）続

その10
池田保男少尉～父母との別れ～写真

17 H22.7.10

4

第79振武特攻隊桶川出発
（訓示）

特攻待機部隊慰問風景
拝司少尉の色紙
清水義雄 ノート「ふで乃あ
4
と」
伍井芳夫（第23振武特攻
4
隊）－特集ー

18 H22.12.10 4
19 H23.5.10
20 H23.7.20

磐城（いわき）飛行場と福
島第一原子力発電所

21 H24.2.1

6

22 H24.7.20

少飛15期修業写真（昭和
6
19年7月）

23 H25.1.15

4

24 H25.7.1

6 映画「空人」撮影風景

飛行兵の模擬操縦訓練装置
（熊谷本校）

25 H25.10.20 6

特攻隊に送った短歌と鉢巻
き（白井和子）

26 H26. 2.10 6

特攻待機部隊第327隊中村
輝雄少尉

・「戦争と私」第2回 轟勲（特操3期岩手→桶川）
・育ち行く学鷲「熊谷飛行学校訪問記」第3回
・「戦争と私」第3回 轟勲
・中村輝雄写真（格納庫裏で弟と）
「昭和20年夏の思い出」新井周司（元整備兵

桶川）

その10（「11」の誤り）
清水義雄の手記

・第23振武特別攻撃隊
・手記「故 伍井芳夫君を偲ぶ」福井勝見（少尉候補生20期）
・「磐城飛行場のこと」増田昭雄（元整備員）
・解説「磐城（いわき）飛行場と福島第一原子力発電所」
・「磐城飛行場」吉田幸裕（元整備員）
・「陸軍少年飛行兵」概要
・「少年飛行兵第16期生」大塚 清
・解説「桶川分教場に入隊した少年飛行兵
・「少年第飛行兵第16期生」 畑田敬夫
・表紙解説
・秩父・長瀞への慰安旅行～井上一郎・助教の日記～ 教官と雇員の記
念写真
・映画撮影の解説（山形新聞も掲載）
・桶川飛行学校での特攻隊編成に関する記述（多田計之、高見澤博一、
轟勲）
・白井和子さんからのお手紙（特攻待機部隊激励の鉢巻きと短歌）

その12
今生の別れで母に会えなかった山田隊長（解
説：瀬戸山定）
その13
第79振武隊「特別攻撃地の編成・訓練・編成
換え」（解説：瀬戸山定）
その14
・二村源八少尉 （写真、墨蹟、幹候9期同期
記念写真）・「語り継ぐ会の皆様に深い敬意
と感謝」山口新平（二村源八 甥）

・中村輝雄さんの手記（聞き書き）・桶川に駐留していた特攻待機部隊
・「少年時代の川田谷飛行場の想いで」（少飛１５期乙 中島昭次）

・解説「練習機を灰褐色に塗り替えて」(事務局）・特攻待機部隊の隊員 その14（「15」の誤り）
第79振武隊桶川出発、別れ 写真発見 ・少飛17期山田和義さん来場 ・戦争遺跡保存全国ネットワー ・「第79振武隊に同乗して」（元整備員柳井
27 H26. 6.10 6
の盃と隊員記念写真
政徳）・「第７９振武隊 編成より散華まで」
ク代表十菱教授の視察
（少飛14期瀬戸山定）
パンフレット
表

題

旧陸軍桶川飛行学校
「特攻機に同乗して」柳井政徳（元整備員）

内
容
備
・熊谷陸軍飛行学校桶川分教場の概要（写真：正門、第79振武隊寄せ書
き、水盃）
A４版1枚 両面
・現況写真、現況敷地図面、現地案内、連絡先
写真：第79振武隊寄せ書き、隊員12人の記念写真、父母との別れ（池
A４版1枚 両面
田保男）

考

