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① 事典類で調べる
所蔵館内でご覧ください。複写サービスがご利用できます。
（1 枚 10 円）
書
名
著者・編集者 出 版 社
出版年 請求記号

日本航空史
昭和前期編
トコろん

所沢は“航空発祥の地”といわれています。それは、現在の並
木地区や航空記念公園のある場所に、明治４４年、日本で初め
て「飛行場」が開設されたことに因んだものです。「なぜ所沢に
飛行場ができたの？」、「アンリ・ファルマン機ってどんな飛行
機？」など、郷土の歴史にちょっと興味を持ったら、調べてみ
ませんか？

☆情報を幅広く集めるには、キーワードが必要です。
・今 回のキーワー ド･･ ･飛行場、飛行機、飛行船、基地、
基地返還、少年飛行兵、陸軍航空学校
☆“請求記号”（本の背ラベルの番号）で効率よく資料を探すこ
とができます。
・請求記号にＫが付くものは郷土資料、Ｒが付くものは参考図
書です。ともに所蔵している図書館内での閲覧になります。貸
出ができる資料もございますので、カウンターにご相談くださ
い。
・請求記号の二ケタ表記は児童書、三ケタ以上は一般書です。
・今回の請求記号…222(所沢の歴史・郷土資料)、319(対県外問
題)、213.4（埼玉県の歴史）、390(国防・軍事)、396(陸軍)、687(航
空運送)
☆インターネット情報は各図書館のインターネット端末でご覧
いただけます。契約データベース以外のプリントサービスはご
利用できません。

日本航空協会 日本航空協会

1975

R687.21/ﾆ

日本航空協会

1981

R687.21/ﾆ

日本航空史年表

※書名の後に、著者名、出版社、出版年、[請求記号]で表記してあります。

②

郷土資料で調べる

『所沢市史 下』
所沢市史編さん委員会／編 所沢市 1992 年 [213.4/ﾄ]
所沢飛行場の開設、開拓問題、基地返還運動の展開などについて詳し
く書かれている。

『所沢市史 -文化財・植物-』
所沢市史編さん委員会／編 所沢市 1992 年
木村・徳田両中尉墜落地、航空発祥の地について掲載。

[213.4/ﾄ]

『所沢市史 -近代史料Ⅱ-』
所沢市史編さん委員会／編 所沢市 1988 年 [213.4/ﾄ]
気球研究所用地買上覚書、特別大演習に関する日誌などを掲載。
『ところざわ歴史物語』 所沢市教育委員会 2020 年 [213.4/ﾄ]
所沢飛行場の開設や航空教育と飛行場の拡張など、所沢市史の内容を
わかりやすく書かれている。
『所沢陸軍飛行場史』 小沢敬司／著 小沢敬司 1978 年 [K390/ｵ]
所沢飛行場の歴史について記述があり、所沢飛行場年譜が載っている。

『陸軍少年飛行兵史』
少飛会歴史編纂委員会／編 少飛会 1983 年 [K396/ﾘ]
所沢陸軍飛行学校、所沢陸軍航空整備学校、体験記等について書かれ
ている。
『陸軍航空史』 秋山紋次郎／ほか著 原書房 1981 年 [396.8/ｱ]
所沢飛行場の開設、陸軍飛行学校令の改定による所沢飛行学校の変遷
などが書かれている。
『陸軍航空士官学校』陸軍航空士官学校史刊行会 1996 年 [K396/ﾘ]
陸軍士官学校分校の開設や組織の概要等が書かれている。

『日仏航空関係史

-フォール大佐の航空教育団来日百年-』

クリスチャン・ポラック／編

東京大学出版会

2019 年

[538.09/ﾆ/]

『日本の空のパイオニアたち』
荒山彰久／著

④

早稲田大学出版部 2013 年 [538.021/ｱ]

写真集で調べる

『雄飛』 所沢航空資料調査収集する会／編

『日本の航空発祥 100 周年・所沢』

所沢航空資料調査収集する会

所沢航空発祥１００周年記念事業実行委員会 2012 年 [687.21/ﾆ]
所沢飛行場のあゆみなどが簡潔に書かれた冊子。

『所沢基地』[正]･[続]
所沢市企画部基地対策室/編 所沢市

1976 年･1981 年 [319.8/ﾄ]

『米軍所沢通信基地について』
所沢市基地対策協議会 2007 年

2009 年 [319.8/ﾄ]

『基地対策に関する要望書』
平成 17 年度～平成 19 年度、平成 26 年度～平成 28 年度
埼玉県基地対策協議会 2004～2015 年 [K319/ｷ]

『基地返還を求めて』[正]･[続]
所沢市基地対策協議会／編 所沢市基地対策協議会 1989 年 [319.8/ﾄ]
所沢市基地対策協議会の歩みを通して、所沢飛行場から現在の返還運
動、跡地利用状況などが書かれている。

『所沢市史 -現代史料-』
所沢市史編さん委員会／編 所沢市 1990 年 [213.4/ﾄ]
進駐軍関係、所沢通信基地全面返還陳情書等の記述がある。

『所沢基地返還後の利用構想策定報告書 平成５年３月』
所沢市

1993 年

[K318.2/ﾄ]

『所沢基地跡地利用基本計画』
都市計画設計研究所

1973 年 [K318.2/ﾄ]

増補改訂版』

光陽出版社／印刷

2003 年 [319.8/ｲ]

『
「基地問題資料」集』 [2003～6 年] ～2011 年
池田義明／編

所沢市史編さん委員会／編

所沢市

1986 年

[213.4/ﾄ]

池田義明

林 佳孝（他）／編集 郷土出版社 2002 年 [H213.4/ﾒ]
『飛翔』所沢航空資料調査収集する会／編
所沢航空資料調査収集する会 2003 年 [398.213/ﾄ]
『ふるさと所沢』
郷土出版社 2010 年 [213.4/ﾌ]

⑤

所沢市基地対策協議会

池田義明／編著

所沢』

[319.8/ﾄ]

『米軍所沢通信基地の返還を求めて』

『所沢の米軍基地と返還運動

[538/ﾕ]

『目で見る所沢・狭山・入間の１００年』

③ 基地関係について調べる

都市計画設計研究所／編

『写真集

2005 年

2006～2012 年

[K319/ｲ]

『米軍所沢通信基地返還運動のあゆみ』
所沢市基地対策協議会ほか／編 所沢市基地対策協議会
[2019]年 [K319/ﾄ]

地域新聞で調べる

『広報 ところざわ』(合冊製本)
『日刊 新民報』(合冊製本)

トコろん

1952 年～

1954 年 1 月～1957 年 12 月、
1965 年 1 月～ 2012 年 3 月（終刊)

所沢市

[K318.2/ﾄ]

日刊新民報社

[K070/ﾆ]

⑥データベースで調べる
所沢図書館内のインターネット端末でご覧いただけるデータベースです。
★朝日新聞社「朝日新聞クロスサーチ」
（1879 年～／本館・分館で利用可）
（旧名称「聞蔵Ⅱ」 2022 年 4 月より名称変更）
★読売新聞社「ヨミダス歴史館」
（1874 年～／本館・分館で利用可）
★日本経済新聞社｢日経テレコン 21｣（過去 30 年分の記事/本館のみ利用可）
★国立国会図書館デジタルコレクション（本館・分館で利用可）

⑦インターネットで調べる
所沢市ホームページ
「飛行場」でサイト内検索すると、大正末頃の所沢飛行場の写真や飛
行場開設時の情報などが見られる。米軍所沢通信基地についての情報の
掲載あり。
https://www.city.tokorozawa.saitama.jp

所沢航空発祥記念館
About＞所沢航空発祥記念館の概要「設立経緯と趣旨」に所沢飛行場に
ついての記述あり。
https://tam-web.jsf.or.jp/

