
安芸国広島
ひろしま

浅野
あさ の

家
け

家中
かちゅう

　細家
ほそけ

文書　仮目録

広島県立文書館

平成23年（2011）9月

凡 例

1 本目録には，安芸国浅野家家中 細家文書を掲載した。

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（199805）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】 4 → 199805／4

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。多人数にわたるものは，適

宜「他○名」と略記した。

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，丸付き数字（ 1#， 2#...）である。これらは，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

細家
ほそけ

文書 （請求記号 199805）

広島藩士細家に伝来した武家文書。

出　所 細家

出所地名 安芸国広島城下／広島市皆実町／広島市南区皆実町［現在］

役職等 広島藩士

分　量 85点（51巻，1幅，9冊，2綴，6括，14通，1枚，6個）／データ数86件（印肉 1個を含む）

収蔵までの経緯 平成10年（1998）8月25日に禅昌寺の横山正賢住職より寄贈。旧蔵者の細容造氏

が菩提寺の禅昌寺へ文書の処分を委任した。

年　代 江戸初～明治26年（1893）

歴　史 細家は阿波細守護家の末裔と称する。文化年間，貫心流撃剣・司箭流薙刀の剣客細宗閑

は，阿波から広島に出て，以後，呑空・鉄腸斎と三代にわたって広島藩に仕えた。旧蔵者の細容造

（楊造）氏は，鉄腸斎の曾孫にあたる（夫婦で養子に入る）。養父母は昭和 8年（1933）と12年に死去し

た。文書は戦後に広島皆実町の細家で見つかったもの。

内　容 本文書群に含まれる文書は， 1#武芸関係（貫心流撃剣・司箭流薙刀・関口流柔術）， 2#細家系
図類， 3#讃州象頭山絵馬縮図（司箭流長刀貫心流剣術・頼山陽識）， 4#細容造氏の実父田中氏の覚え書
に大別される。このうち 1#が大半を占める。
参考資料 森本邦生「貫心流・司箭流の研究」（1）（2）（『広島県立廿日市西高等学校研究紀要』第 8・

9号，平成11・12年度），「剣術師範の世界」（広島県立歴史博物館展示図録『芸備の刀剣―刀剣をめぐる文化

史』，平成18年度），西村 晃「讃岐金刀比羅宮へ奉納された貫心流細宗閑の絵馬」（『広島県立文書館だよ

り』18号，2001年 7月）

検索手段 「広島県立文書館収蔵文書仮目録」

（2011. 4.12記述／西村 晃）



安芸国広島浅野家家中　細家文書（199805）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

1 源姓細川系図（細家系図）
※ 1～85は旅行用鞄「細家文書」入り

（延喜16～寛永20） 　 巻子 1巻

2 貫心流祖越智築山大蔵之臣（肖像画）
※着色画

　 　 掛幅 1幅

3 伝来品之目録 （享禄 5～） 細川縫殿助義則 巻子 1巻

4 貫心流剣術・司箭流長刀（免許状） 文化 6. 3.20，
文政 3. 8，
嘉永 2. 5

築山嘉平越智通欽→細六郎
殿・細友吉殿，細川宗関義知
→細六郎殿，細六郎義為→細
源九郎殿

巻子 1巻

5 〔印章〕
※ 5と 6は布袋入り

　 　 印章 5個

6 〔印肉〕
※黒

　 　 印肉 1個

7 心伝開教論　全（題僉印判） 　 　 印判 1個

8 系図　細六郎源致義 （文化 4～明治37） 　 竪冊 1冊

9 〔矢野家続柄メモ〕
※クリップ跡あり

　 　 一紙 1通

10 源姓細川系図
※罫紙 4枚，ピン穴あり

　　18. 8.15調査 　 括 1括

11 〔細家系譜メモ〕
※鉛筆書

　 　 罫紙 1通

12 履歴書（田中啓次郎）
※罫紙 2枚，ピン穴あり

昭和 8.12. 田中啓次郎 括 1括

13 回顧録 昭和18.盛夏. 広島細家ニ於テ田中啓次郎 竪冊 1冊

14 関口流柔術・刀術品目　全
※ 14～25は紐付き木箱「関口流伝書」入り

文政 8. 5. 8 源正鎮 竪冊 1冊

15 武術流祖録　槍術・小具足・捕手・柔
術
※写本

天保15.盂夏.発行 羽島八郎耀清輯録・池田葛郎
豊直校正

竪冊 1冊

16 武術流祖録　刀術
※写本

　 （築山） 竪冊 1冊

17 貫心流剣術免許目録扣帖 （文政元.12～文久 2 .10） 　 横長 1冊

18 〔武術流祖録　刀術　断簡〕 　 　 仮綴 2綴

19 司箭流長刀伝来兵術之巻　長刀決要之
巻　剣術形法九箇・杖形法九箇
※ 11枚

　 　 括 1括

20 武士訓
※ 3枚

　 　 括 1括

21 貫心流剣術決要之巻
※ 9枚

　 　 括 1括

22 此絵図星ニ口伝
※着色画

　 　 一紙 1通

23 源義経虎ノ巻伝（年間成績表） 　 　 切紙 1通

24 〔升目〕
※一紙 2枚

　 　 括 1括

25 〔我か国の本文いにしへの今にしてゐ
ますか…〕

　 　 巻子 1巻

26 〔躰陽之巻・位之巻・破之秘術・心剣之
法・位急之巻・電光寛宥之尽他〕
※裏打ちあり

寛永 4.林鐘.吉日 天台山大僧頭軍衣非丹石入道
飯沼夢生入道他 7名→元木恵
右衛門殿

巻子 1巻

27 律呂之記伝術 天正 3.正，寛永13.
5，寛政 5. 3，享和
3. 4

白井入道他 4名，田林利兵衛
他 1名，大橋氏伝山根氏，芥
川氏伝

巻子 1巻
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安芸国広島浅野家家中　細家文書（199805）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

28 覚（太刀合・心拍子・九分懸他） 寛永11. 2.吉 中江新八・寺沢半平 巻子 1巻

29 貫心流剣術極意形仕合 　 　 巻子 1巻

30 〔みにてかはやしぬらんよみしもうへ
なるかな…〕

文政元. 8. 　 巻子 1巻

31 ［　］源末流九郎義経伝家宍戸下総守
家伝（・拾位之巻・形法・刑法口伝）

慶応 2. 3. 9 細六郎致義 巻子 1巻

32 センシシンテンヲタイセンカン（細義
知先生ノ秘書）
※文化14年 4月10日井口可行兄伝之

文政 2. 3. 4 桑原正鎮写 巻子 1巻

33 〔義経・天狗剣法絵伝〕
※軸あり

　 　 巻子 1巻

34 居合抜出之法
※軸あり，破損

　 　 巻子 1巻

35 〔捕物眼□伝・戦場眼□伝外〕 　 　 巻子 1巻

36 死中活法口伝以形伝之（人体彩色絵図） 　 　 巻子 1巻

37 〔免状断簡ヵ〕
※軸あり，前欠

天保 9. 5. →玖島半之助殿 巻子 1巻

38 如風新発槍術目録 　 　 巻子 1巻

39 如風新発槍術目録 　 義□□印（印章） 巻子 1巻

40 〔如風新発槍術目録・捕物眼□伝他〕 　 義□□印（印章） 巻子 1巻

41 〔司箭神嫡伝家相伝之趣及び起請文〕 　 細義為印（印章） 巻子 1巻

42 〔別伝　角格剣用法他〕 　 　 巻子 1巻

43 〔司箭一流之家伝免許状断簡ヵ〕
※前後欠

　 築山斎依通・築山嘉平通楞・
築山文五郎通衡・築山嘉平通
欽・細川宗閑義知

巻子 1巻

44 関口流居合目録
※軸あり

　 関口流元祖関口弥左衛門氏成
～（ 6代略）～岡野鹿之助

巻子 1巻

45 剣術許与辞
※軸あり

明和 8. 4. 4 松平阿波守家士小沢長作信安
→細川六郎丈

巻子 1巻

46 司箭流剣術（裏は「長刀自カ寸之事」） 宝暦 9. 6. 築山五郎次通定 巻子 1巻

47 貫心流当流業書 　 築山通欽 巻子 1巻

48 〔貫心流兵法免状〕 嘉永 2. 5. 築山斎依通～（ 3代略）～細宗
閑義知・細六郎義為→細亀之
進殿

巻子 1巻

49 〔貫心流兵法免状〕 　 築山斎依通～（ 3代略）～細宗
閑義知・細六郎義為

巻子 1巻

50 〔貫心流兵法免状前書断簡〕 　 　 巻子 1巻

51 〔貫心流兵法免状前書断簡〕
※ 5行のみ

　 　 一紙 1通

52 〔貫心流兵法免状写〕 天和 3.林鐘.初 1
（文化 2. 5写）

築山斎依通→築山加平殿（細
六郎写）

巻子 1巻

53 貫心流兵法伝規之巻 　 　 巻子 1巻

54 貫心流剣術決要巻
※軸あり

　 　 巻子 1巻

55 貫心流兵法拾位之巻 天保15. 8.25 細六郎義為 巻子 1巻

56 貫心流兵法拾位之巻・貫心流剣術心明
之巻・貫心流剣術決要之巻

　 　 巻子 1巻

57 貫心流兵法伝規之巻・兵法十位伝規之
巻

宝永元. 8.11 鉄柱無端居士→柿原重次郎殿 巻子 1巻

58 兵法拾位伝規之巻 貞享 3. 3.18 築山斎依通 巻子 1巻

59 兵法拾位伝規之巻 貞享 3. 3.18 築山斎依通 巻子 1巻
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安芸国広島浅野家家中　細家文書（199805）

番号 表　　　題 年　代 作　　　成 形態 数量

60 〔送細六郎君帰阿波国詩文集〕
※軸あり

文化 6.10. 頼惟完・頼惟彊・北筑平島玲・
熊田子蘭・阿岐井上吉・坂井
積・頼元鼎・頼余一・丸川茂
弘・但州処士今井訥・井上観・
赤松需・北筑三苫復・赤城源
光明・僧□岡・冬陽・赤水山
人高橋祐・静所岡田豹

巻子 1巻

61 〔司箭流免許状〕 　 　 巻子 1巻

62 〔司箭流免許状〕
※軸あり

　 築山斎通～（ 4代略）～細六郎
義為

巻子 1巻

63 〔司箭流免許状〕 　 築山斎通～（ 4代略）～細六郎
義為

巻子 1巻

64 〔司箭流免許状〕
※軸あり

文化 2. 6.17 築山斎通～（ 4代略）～細六郎
義為

巻子 1巻

65 三上小十郎・三上樫左衛門書状断簡
※前欠

　　丑.霜.23 →細六郎様 切紙 1通

66 〔免状断簡ヵ〕
※前欠

　 細六郎義知 巻子 1巻

67 〔不明軸物〕
※糊付けのため開かず

　 　 巻子 1巻

68 〔三石書状七通継〕 霜.14，霜.20，
臘.26，12.16，
12.14，臘.15，
極.29

→春尾様 巻子 1巻

69 〔細家過去書〕 （文化10～明治23） 　 巻子 1巻

70 心明之巻・骨砕之巻 （嘉永頃ヵ） 　 竪冊 1冊

71 神伝之控 文化13. 8. 細六郎義知→井口代右衛門殿 竪冊 1冊

72 三洲先生真書正気歌
※板本

明治26. 7. 7 京橋区木挽町二丁目田中太吉
発行

竪冊 1冊

73 〔貫心流兵法十二条〕
※後欠ヵ，軸あり

　 　 巻子 1巻

74 〔貫心流兵法十二条断簡〕
※後欠

　 　 巻子 1巻

75 〔貫心流兵法十二条〕
※後欠

　 　 巻子 1巻

76 〔貫心流兵法十二条〕 　 　 巻子 1巻

77 〔貫心流兵法十二条・貫心流兵法目録
注解〕

　 　 巻子 1巻

78 〔河野・築山家続柄〕 　 　 折紙 1通

79 〔如風流元祖書・捕物眼□伝等下書〕 　 　 折紙 1通

80 〔築山嘉平伝来書拝写之覚書〕 文化 2. 5. 細六郎義知 切紙 1通

81 目録（拾五ヶ条伝授書下書） 　 　 折紙 1通

82 司箭流長刀目録三十四箇条 　 　 折紙 1通

83 死中活法口伝以形伝之
※彩色

　 　 一紙 1通

84 〔細川宗閑七十三歳書〕
※木板

　 細川宗閑 一紙 1通

85 形ノ四八ノ業工夫アルベシ 　 　 竪継紙 1通

86 讃州象頭山絵馬縮図（司箭流長刀貫心流
剣術）
※ 31.3cm×125.7cm×3.0cm，細六郎義知・細友吉奉納

文化 6. 3.吉 舎門弟芸州頼久太郎襄識 絵馬 1枚
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