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広島県立文書館

平成23年（2011）7月

凡 例

1 本目録には，安芸国広島浅野家家中 桑原家文書を掲載した。

2 目録の各項目は以下のとおり。

請求番号 本文書群の群番号（199304）と，この項目の記号を組み合わせたものが請求記

号になる。

【例】 10 → 199304／10

表　題 資料に原表題のあるものはそのまま採り，ないものは適宜付与し〔　〕書きで

表記した。内容等で補記すべきものがあれば（　）で補った。

年　代 資料に記された作成年月日を採り，推測した場合は（　）書きで表記した。

作　成 資料に授受関係のあるものは → で結んで表記した。

形　態 資料の形態を記した。

数　量 資料の点数を記した。

3 文書の排列は請求記号順とした。

4 利用の参考のため，本文書群の概要を冒頭に付した。

5 本目録で使用している日本語文字のうち，JIS規格（JIS X 0208, 1997）に含ま

れないものは， （より）である。これは，特殊な方法で表示してあるので，

文字として検索すること，および，テキストとして抽出することはできない。

本ファイルの利用にあたっては，その点に留意されたい。

広島県立文書館ホームページ http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soumu/bunsyo/monjokan/


【文書群概要】

安芸国広島
ひろしま

浅野家
あさの け

家中
かちゅう

　桑原
くわばら

家文書（請求記号 199304）

広島藩士桑原家に伝来した武家文書。

出　所 桑原家

出所地名 安芸国広島城下／広島県広島市／広島市中区［現在地名］

役職等 広島藩士

分　量 96点（92冊，3通，1枚）／データ数96件

収蔵までの経緯 戦後（時期未詳），出所より親戚の手に渡る。後（時期未詳）に，その親戚より原

蔵者に譲渡。平成 5年（1993）9月に，原蔵者より当館に寄贈。

年　代 延享 4年（1747）～明治14年（1881）　＊板本・刊本を除く。

歴　史 桑原氏は広島藩水主方の藩士。「村上家乗」の作者村上勇蔵の妻の実家に当たる。幕末

期の吉郎二（徳明）は藩の神伝主馬流水術の師範を勤めたことがある。吉郎二の子俊太（喜徹）は電信

技士であった。

内　容 文政10年（1827）～明治14年（1881）の日記や日誌23点（断片的なものも含む）と，往来物や

教育・儒学・実録物などの和書（板本・写本）が大半である。それ以外には，船手方や郡方役所の手

控 7点など。

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2011.6.24 記述／西村 晃）



安芸国広島浅野家家中　桑原家文書（199304）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 実語教童子教　全
※板本

享保13. 大坂内久宝寺町北側正本屋平
右衛門板

竪冊 1冊

2 庭訓往来　ひらかなてん付
※板本

　 浪花書林柏原屋清右衛門板 竪冊 1冊

3 文選旁訓大全　二
※板本

（辛巳孟冬吉辰） （桑原喜太郎） 竪冊 1冊

4 仙台人ヲロシア国エ漂流日本江帰帆物
語
※写本

　 　 竪冊 1冊

5 〔薬記断簡〕
※前後欠

　 　 竪冊 1冊

6 初学和歌式　巻六
※板本

　 　 竪冊 1冊

7 論語　巻之六
※板本

　 　 竪冊 1冊

8 護国太平記　巻之二（断簡）
※写本 後欠

　 　 竪冊 1冊

9 義士伝実記　巻之二
※写本

　 （桑原喜太郎蔵） 竪冊 1冊

10 和文軌範　巻二
※板本

明治16. 1. 里見義著 竪冊 1冊

11 論語　巻之二　三ノ四ノ五
※板本

（ 3月 8日求） （芸州広島水主町上ノ桑原氏桑原
喜太郎）

竪冊 1冊

12 文明論之概略　巻之四
※板本

　 福沢諭吉 竪冊 1冊

13 鈴録二十巻（水法総論外）
※写本

　 　 竪冊 1冊

14 〔算法〕
※板本 前欠

　 （水主町桑原吉郎二） 竪冊 1冊

15 〔婚儀作法書〕
※写本

　 　 竪冊 1冊

16 線路明細表（断簡）
※罫紙

　 電信局 竪冊 1冊

17 波止浜にて鱆を以て陶器を釣るの来歴
※刊本

明治27. 3. 波止浜松岡三左衛門 竪冊 1冊

18 論語　巻一
※板本

　 　 竪冊 1冊

19 淇園答要　上
※写本

　 　 竪冊 1冊

20 晴雨風窺察并現天日記 天保12～14 桑原徳明 横半 1冊

21 陰晴録 天保 8. 桑原徳明 横半 1冊

22 論語　一二三四
※板本

　 （桑原喜太郎） 竪冊 1冊

23 某書翰（書面認方ニ付） 　　　.10.14 　 切紙 1通

24 日用諸事控并晴雨風誌帖 明治 7. 3. 桑原徳明 横半 1冊

25 日和日記 文政10. 1～ 　 横半 1冊

26 日用諸事控并晴雨風誌帖 明治 8. 桑原喜徹 横半 1冊

27 〔日誌〕 　　寅. 1～ 　 横半 1冊

28 本朝廿四孝（四段目切　十種香の段）・
鶴ヶ岡の段（忠臣蔵大序）・桃井館の段
（忠臣蔵　二ツ目）・恋歌の意趣（忠臣蔵
三ツ目）
※板本

　 　 竪冊 1冊
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安芸国広島浅野家家中　桑原家文書（199304）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

29 蝦夷地御国御人数并ニ御大名様方御国
人数書写其外諸事図面見聞書　初冊全

文化 6. 6. 桑原平之進 竪冊 1冊

30 文明論之概略　巻之五
※板本

　 福沢諭吉 竪冊 1冊

31 文明論之概略　巻之六
※板本

　 福沢諭吉 竪冊 1冊

32 日誌 明治14. 7～ 建築掛 竪冊 1冊

33 孟子（序～巻之二）
※板本

　 　 竪冊 1冊

34 論語（序～巻之二）
※板本

　 （水主町桑原氏蔵） 竪冊 1冊

35 小学外篇
※板本

　 （書林河内屋藤四郎外） 竪冊 1冊

36 万折形
※写本

　 　 竪冊 1冊

37 〔宮仕人心得〕 　 　 竪冊 1冊

38 九行雑説
※写本

（文政 3. 2） （上ノ桑原氏） 竪冊 1冊

39 古今和歌集
※写本

　 　 竪冊 1冊

40 軽口五色紙　中
※板本

（万延 1.9.23） （芸州広島水主町上桑原氏） 竪冊 1冊

41 〔帰宅時刻ニ付電報〕 （明治） クワバラシュンタ 紙 1通

42 義士伝実記　巻之九
※写本

（文政 3. 5） （上桑原喜太郎） 竪冊 1冊

43 義士伝実記（巻之六）
※写本

（文政 3. 5） （桑原喜太郎） 竪冊 1冊

44 義士伝実記（巻之七）
※写本

（文政 3. 5） （上桑原喜太郎） 竪冊 1冊

45 法然上人御母公 上人様へ御文しやう
※写本

　 　 竪冊 1冊

46 初学和歌式　巻五
※板本

　 　 竪冊 1冊

47 陰晴録 天保 7. 7～ 桑原徳明 横半 1冊

48 〔日誌断簡〕 明治10. 　 元横半 1冊

49 仮名手本忠臣蔵（第七段）
※板本

　 　 竪冊 1冊

50 文明論之概略　巻之三
※板本

　 福沢諭吉 竪冊 1冊

51 文明論之概略　巻之二
※板本

　 福沢諭吉 竪冊 1冊

52 大江山酒呑童子出生記
※板本 表紙・後欠

　 　 竪冊 1冊

53 護国太平記　巻之四・五
※写本

　 　 竪冊 1冊

54 護国太平記　巻之三
※写本

　 　 竪冊 1冊

55 楊貴妃
※写本

　 　 竪冊 1冊

56 〔唐太・エトロフ漂流始末一件記〕
※写本

　 唐太嶋番人冨五郎外 竪冊 1冊
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安芸国広島浅野家家中　桑原家文書（199304）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

57 義士伝実記　巻之五
※写本

（文政 3. 5） （桑原喜太郎） 竪冊 1冊

58 義士伝実記　巻十一
※写本

（文政 3. 5） （上ノ桑原喜太郎） 竪冊 1冊

59 〔電信線路新設計画書断簡〕 　 　 元竪冊 1冊

60 論語　巻之四
※板本

　 （桑原吉郎二） 竪冊 1冊

61 〔古今和歌集解題〕
※写本

　 （久和原加津） 竪冊 1冊

62 商売往来
※板本

　 　 竪冊 1冊

64 制度通　巻之六
※写本

　 伊藤東涯 竪冊 1冊

64 改暦弁
※写本

　 福沢諭吉著 竪冊 1冊

65 〔日誌断簡〕 明治10. 　 元横半 1冊

66 修行日誌 明治 3. 7. 　 横半 1冊

67 日誌 明治10. 7～ 桑園 横半 1冊

68 晴雨風并諸事覚帖 明治 4. 1～ 桑原徳明 横半 1冊

69 晴雨風并諸事覚記 明治 3. 1～ 桑原徳明 横半 1冊

70 尾張前中納言様芸州地へ御下向ニ付御
進物御附使者として松野静磨殿仍り御
船九端ニ尾道迄罷越諸事日記　桑原

元治元.11. 8 　 横半 1冊

71 〔日誌断簡〕 　 　 元横半 1冊

72 橋御修覆之節御役場支配御用并諸事地
廻り

　 　 横半 1冊

73 高津長祥書翰（不慮入費ニ付無心依頼） 　　　　8.21 →桑原先醒 竪紙 1通

74 陰晴録 慶応 4. 1～ 桑原徳明 横半 1冊

75 〔日誌断簡〕 　 　 元横半 1冊

76 〔日誌断簡〕 　 　 元横半 1冊

77 公儀御目見以上以下御役大概順御役高
支配附　榎村氏

文政 5. 2写 榎村紀珍写 横半 1冊

78 陰晴録 天保 8. 桑原徳明 横半 1冊

79 日和日記 文政11. 1～ 　 横半 1冊

80 日用諸事控晴雨風誌帖 明治 6. 2～ 桑原 横半 1冊

81 寺社諸郡村々諸事控 延享 4. 6写 　 横半 1冊

82 日用諸事控并晴雨風誌帖 明治 9. 1～ 桑原喜徹 横半 1冊

83 布衣以上御目見以下大概順并支配附
※綴じ紐欠

　 　 横半 1冊

84 日用諸事控并晴雨風誌帖 明治11. 1～ 桑原喜徹 横半 1冊

85 〔郡方諸事手扣〕 　 　 横半 1冊

86 手控（船手方御用） 　 和田義平認 横半 1冊

87 〔船手方手控〕 　 　 横半 1冊

88 諸事覚書扣（公用船扱方及び和田氏手控
写）

寛政 9. 4. 　 横半 1冊

89 勘定役諸事手扣（船手方支配関係） 　 　 横半 1冊

90 〔御役所勤向等船手方手控〕 　 　 横半 1冊

91 義士伝実記　巻之三
※写本

（文政 3. 4） （上桑原喜太郎） 竪冊 1冊
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安芸国広島浅野家家中　桑原家文書（199304）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

92 義士伝実記　巻之一
※写本

　 （上桑原氏） 竪冊 1冊

93 学書捷径
※写本

　 上桑原氏 竪冊 1冊

94 〔船手方手控〕 　 　 横半 1冊

95 邯鄲
※板本

延宝 8. 1. 二条通金屋山本有兵衛 竪冊 1冊

96 ［　］ヤ船蝦夷地両度来帆帰帆図
※表紙断簡

　 　 紙 1枚
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