
目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

1 81 1支配 御目付手控 片岡 小横帳 1 天保14.11.上
旬

1843 請求番号81～84まで
包紙一括、他に包紙
内に本の表紙（はが
れ）１枚

2 100 1支配 110石の給米宛行状 下野 谷野彦左衛門 状 1 嘉永4.3.16 1851 包紙あり

3 84 1支配 御道中御供手控 片岡陳貴 小横帳 1 安政5.9.中弦 1858 請求番号81～84まで
包紙一括

4 85 1支配 大小拵覚控 片岡 小横帳 1 文久3.初秋 1863

5 99 1支配 御隠居様より執政参政へ御書
下の写

書冊 1 （慶応四年） （1868）

6 107-2 1支配 九曜御紋侑（ヵ）御熨斗目ほか
目録

状 1 （近世ヵ） 請求番号107-1、2
は、請求番号107-3
折本装丁（木製表
紙）の間に挟まれ、括
られていた

7 87 1支配 公議所日誌　第二下 冊子 1 明治2.4 1869

8 1 1支配 旧尼崎藩負債等調査につき
御請書

兵庫県貫属旧
会計係片岡陳
貴

大蔵省負債取
調御掛中

書冊 1 壬申（明治
5）.11.5

1872

9 92 1支配 銃買請願書 摂津国川辺郡
尼崎宮町二百
六十六番屋敷
片岡陳貴他2名

兵庫県令森岡
昌純

仮綴 1 明治12.12.20 1879
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

10 3 1支配 威し銃願書式案控え 士族片岡英蔵 武庫菟原郡長
渡辺徹

状 1 明治14.12.16 1881

11 90 1支配 教員免許状授失規則につき
問合せ及び回答

武庫菟原郡役
所学務掛

武庫郡第七番
学区正業村学
務委員

仮綴 1 明治16.9.21 1883

12 122 1支配 士族生計取調課目につき通
達

門戸組戸長役
場

士族中島成教
他2名

状 1 明治16.7.21 1883

13 91 1支配 大阪府録事〔畦畔（増設廃除）
届雛形〕

大阪府知事建
野郷三

状 1 明治16.2.27 1883

14 114 1支配 竹谷御門御幕一条につき、御
隠居様より執政・参政へ御書
き下しの写し

会計局 書冊 1 （明治）

15 111 1支配 葵御紋使用につき伺いをたて
るべき旨等上申書

状 1 （明治） 前後欠ヵ

16 120 1支配 職制・等級・役給・給禄等取調
べにつき通達

知事 状 1 （明治）

17 112-1 1支配 葵御紋ほか紋付御幕収納の
書付

書冊 1 （明治） 請求番号112-2、3を
挟み込み

18 112-2 1支配 竹谷御門御幕一条返却につ
き通達

用度所ほか6カ
所

状 1 （明治） 請求番号112-1に挟
み込み
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

19 112-3 1支配 尼崎藩家臣7名の人名書上 状 1 （明治ヵ） 請求番号112-1に挟
み込み、請求番号
112-2に巻き込み

20 113 1支配 政事心得等執政への書き下し 松平忠栄 一郎・五郎 書冊 1 （明治ヵ）

21 82 2法令 御軍令写付雑記 片岡陳貴 書冊 1 （慶応年間） 請求番号81～84まで
包紙一括

22 88 2法令 勅令登録税法 静志堂 書冊 1 明治29.5.1 1896

23 62 3土地・貢租（近代） 田地売渡の証 田地受渡人片
岡英蔵他1名

上ヶ原新田田
中元三郎

状 1 明治15.2.8 1882

24 63 3土地・貢租（近代） 田地売渡の証 状 1 （明治15.2.8） （1882） 請求番号62と同内容
　写ヵ

25 65 3土地・貢租（近代） 田地売渡の証 売渡人武庫郡
神呪寺村松本
治右ヱ門

片岡英蔵 状 1 明治17.1 1884 請求番号64と同内
容。ただし差出印無
く、写ヵ

26 64 3土地・貢租（近代） 田地売渡の証 売渡人武庫郡
神呪寺村松本
治右ヱ門

状 1 （近代） 摂津国武庫郡神呪
寺村の田地売渡証
文。下書ヵ

27 11 3土地・貢租（近代） 売買地券御書換願い（雛形） 何国何郡何村
売渡人何某他1
名

郡長宛 状 1 （近代）
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

28 7 3土地・貢租（近代） 所有地所売却代につき記 取扱人水林市
次

片岡英蔵 状 1 （近代）

29 6 3土地・貢租（近代） 田地売渡の証 状 1 （近代） 後欠ヵ

30 129 3土地・貢租（近代） 武庫郡太市山新田暫借につ
き預確証（写し）

状 1 （近代） 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

31 8 4戸口・諸改 士族生計取調につき御答え 片岡英蔵 状 1 （近代） 綴じあと有り、請求番
号8～10はもともとひ
とくくりか

32 61 5農業経営・流通 菜種ほか収穫予算帳 片岡性 横帳 1 （明治13） （1880）

33 67 5農業経営・流通 軸木他出納及び代金の記 倉庫係 片岡英蔵 状 1 明治26.10.31 1893 包紙あり

34 12 6金融 金預かり証 金預かり主片岡
英蔵ほか1名

鷲尾松三郎 状 1 明治14.3 1881

35 9 6金融 阪神電気鉄道株式売買委任
状の預かり証

神戸市下山手
通七丁目　片岡
英蔵

柴田保造 状 1 明治22.7.29 1889 綴じあと有り、請求番
号8～10はもともとひ
とくくりか

36 17 6金融 電鉄株暴落につき売却推奨
の書状

大坂北浜弐丁
目三宅実蔵

神戸下山手通
七丁目片岡英
蔵

状 2 （明治）32.8.18 1899 封筒あり

37 15 6金融 鉄道会社への投資につき質
問の書状

東京市麹町区
四番町七番地
阿波松之助

神戸下山手七　
片岡英蔵

状 1 明治32.10.27 1899 封筒あり
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

38 14 6金融 摂津電鉄設立につき調査依
頼

東京市麹町区
四番町七番地
阿波松之助

神戸下山手七
丁目片岡英蔵

状 6 明治32.6.23 1899 封筒あり

39 13 6金融 金預かり証 片岡英蔵 開栄株式会社 状 1 （明治）32.6.6 1899

40 10 6金融 阪神電気鉄道株預かり証 片岡英蔵 柴田保造 状 1 8.17 綴じあと有り、請求番
号8～10はもともとひ
とくくりか

41 16 6金融 入金催促の書状 つちや 神戸市下山手
通七丁目親和
女学校横手酒
屋向片岡

状 1 9.20 封筒あり

42 40 7家 景初流医術 関伊織友彦 木佐美弥助 巻物 1 元禄3.5.20 1690 包紙あり

43-1 26 7家 漢詩 片（岡）陳矩 状 1 嘉永7.仲冬 1854 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

43-2 115 7家 漢詩文（拓本） 茂郷 状 1 欠年

43-3 109 7家 漢詩文（拓本） 雅堂徴明 折本 1 欠年 綴じはずれ

43-4 117 7家 漢詩文 袖山勝保 状 1 欠年

44 27 7家 神明宝前に捧げる勘文 片岡陳矩 状 1 文久元.仲
秋.28

1861 袋あり　袋に請求番
号22～33一括
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

45 78 7家 孔孟の教え等書付 書冊 1 （近代ヵ）

46-1 139 7家 御歳15才忠興公御筆 忠興 軸装 1 （近世）

46-2 148-3 7家 忠興書「治天下当無私」 忠興 状 1 欠年 虫食・破損あり。148-
1～3は三枚重ねの
上、同じ木製の心棒
に巻き込み一括。

46-3 148-2 7家 忠興書「九重春色酔仙桃」 忠興 状 1 欠年 虫食・破損あり。148-
1～3は三枚重ねの
上、同じ木製の心棒
に巻き込み一括。

46-4 144 7家 櫻井忠興筆御神号（天照大
神・八幡大菩薩・春日大明神）

忠興 軸装 1 欠年 表装の劣化甚大。天
の部分は破損も有り

46-5 143 7家 櫻井忠興筆御神号（桜井氏初
代信定追神号・8代忠重神号）

櫻井忠興 軸装 1 欠年 本紙劣化、はがれ有
り。上部破損有り。
「五十橿戈衡立豊柱
根命・青雲伊多々須
毘古命」前者が初代
信定追神号、後者が
八代忠重神号

47-1 147 7家 楠木正成石塔碑文（拓本） 軸装 1 欠年
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

47-2 145 7家 忠臣楠木正成石塔碑文（拓
本）

軸装 1 欠年 表装の劣化甚大。八
双部分が木枠からは
がれた状態。破損も
あり。碑文は現在湊
川神社にある楠公石
碑のもの。

47-3 89 7家 楠公石碑の図及び碑文写 仮綴 1 欠年

48 141 7家 肖像画 知道（ヵ）人敬 軸装 1 （近世） 本紙と表装が分離。
本紙オモテ中央部、
折り目部分に薄様紙
による補強あり。表装
オモテ書「肖像画（武
士）」。紋付羽織・袴
着用男性座図

49 135 7家 御下屋敷図面 季夏 図 1 明治4 1871

50 146 7家 鷹の図 軸装 1 欠年 表装のうち、天の部
分が劣化。破損もあ
り。

51 142 7家 関思泰筆書幅 関思泰 軸装 1 欠年 表装のうち、天の部
分の劣化が甚大、破
損も有り。

52 140 7家 前大徳普山叟書「白雲深処金
龍躍」

前大徳普山叟 軸装 1 欠年 表装のうち、天の部
分の劣化が甚大、破
損も有り。
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

53 138 7家 花鳥図 軸装 1 欠年 八双が破損（紙のは
がれ）、他も破損あり

54 137 7家 一筆龍図 関松坡 軸装 1 欠年

55 136 7家 源忠顕筆人物画 源忠顕 軸装 1 欠年 上部継外れ、破れ

56 68 7家 玉泉筆水墨画「宝舟」 玉泉 状 1 欠年 破れあり

57 107-1 7家 春のくれかけ（詠歌） 来（ヵ）廣母 状 1 （近世ヵ） 請求番号107-1、2
は、請求番号107-3
折本装丁（木製表
紙）の間に挟まれ、括
られていた

58 106 7家 詠歌 折本 1 （近世ヵ）

59 116 7家 常磐井・上井・片岡主計母へ
贈られた詠歌

山彦 状 1 欠年

60 77 7家 詠歌書付 書冊 1 欠年

61 108 7家 初春の挨拶 折本 1 欠年 綴じはずれ

63 86 7家 女子教訓書 森ろく（ヵ） 書冊 1 欠年

62 110 7家 上等学第二級　初学算法 篠山小学幹校
算学教師

書冊 1 （近代）
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

64 31 7家 吉凶方角等書付 状 1 天保12.閏正月 1841 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

65 29 7家 毎月の大悪日につき書付 笠井兵助尚昌 状 1 （近世） 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

66 28 7家 梅雨期の長短につき家光公
故事抜書

状 1 （近世） 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

67 23 7家 毎年歳徳恵方繰様 状 1 （近世） 袋あり　袋に請求番
号22～33一括、請求
番号22に挟み込み

68 33 7家 片岡家当主陳貴と家族の生
年月日・年齢書上

状 1 明治6.10.12 1873 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

69 30 7家 太陽暦と気候の関係につき書
付

（田口弥八郎） 折紙 1 （明治前期） 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

70 148-1 7家 岸駒筆大黒天図 岸駒 状 1 大正13.1.1 1924 神戸又新日報の付
録。148-1～3は三枚
重ねの上、同じ木製
の心棒に巻き込み一
括。

71 32 7家 占星術による性別・年齢ごと吉
凶書付

状 1 欠年 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

72-1 58 7家 先祖代々年回の節寺納控帳 片岡性 横帳 1 慶応4.3 1868
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

72-2 57 7家 仏事年回志品数・来客覚 片岡性 横帳 1 慶応4.3 1868

73-1 60 7家 先考葬祭一式控帳・経費控 子　片岡英蔵 横帳 1 明治14.5.上弦 1881

73-2 59 7家 父葬祭の節会葬人・供具類・
悔人控帳

兒　片岡英蔵 横帳 1 （明治14） （1881）

74 121 7家 鋭心陳貴命へ弔辞 産子英蔵 状 1 明治17.2.22 1884

75 4 7家 お悔やみ状 片岡英蔵 高木綱男 状 1 （明治） 前後欠ヵ

76 123 7家 お悔やみ状 正子 片岡加津子 状 1 10.14 包紙あり

77 83-2 7家 薬調合につき分量等書付 片岡 小横帳 1 （近世ヵ） 請求番号81～84まで
包紙一括

78 134 7家 新屋次三郎納分につき書付 断簡 1 （明治）12.5.3 1879

79 66 7家 儲蓄金覚 片岡英蔵 状 1 明治16.4.28 1883 包紙あり

80 130 7家 藁屋代請求につき書上 橋本吉右衛門
店源助

片岡 状 1 （明治）13.4 1880 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

81 124 7家 藁屋代金受取証 橋本吉右衛門
店源助

片岡 状 1 （明治）13.6.11 1880 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

82 133 7家 酒代等書上 断簡 1 （近代）
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

83 131 7家 きゅうり・大根代等書上 中□ 上 状 1 （近代）4.12 上部破れあり、請求
番号124～131まで巻
き込み一括

84 128 7家 ふき・うど等領収書 姫豊 上 状 1 （近代） 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

85 127 7家 竹の子等買物分量覚え 状 1 （近代） 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

86 125 7家 あじ等購入代金書上 源中平六 神呪村片岡 状 1 （近代）7月 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

87 126 7家 年中池世話料他書上 吉藤 状 1 欠年 請求番号124～131ま
で巻き込み一括

88 118 7家 二橋家系図 状 1 欠年 包紙あり

89 73 8書籍 詩学自在 天民先生他1名 冊子 1 文化己巳 1809

90 69 8書籍 重訂五経字引大成 亡羊 冊子 1 文政7.9.吉 1824 背をくるむ和紙の破
損大

91 70 8書籍 古註・集註大成四書字引 浪華　含英堂
（エン：てへん＋
炎）庭

冊子 1 文政3.6 1820

92 22 8書籍 和漢年歴箋 東都書房　千鐘
房

折本 1 嘉永4.6 1851 袋あり　袋に請求番
号22～33一括
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

93 74 8書籍 東北後風土記　全（写） 片岡陳貴 書冊 1 安政7.仲春 1860

94 75 8書籍 翹楚篇　全（写） 貴馬 書冊 1 万延元.初秋.
下弦

1860

95 102 8書籍 文久武鑑 須原屋茂兵衛 小横帳 1 文久2 1862

96 71 8書籍 増補掌中唐宋詩語類苑大成 浪華鎌田環齋
禎他1名

折本 1 慶応3.5 1867 包紙有り

97 25 8書籍 嘉永改正年数早見 状 1 （近世） 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

98 24 8書籍 伊勢参宮吉凶之事 折紙 1 （近世） 袋あり　袋に請求番
号22～33一括

99 72 8書籍 題画詩刪上冊 横堀逸民 冊子 1 壬午.10

100 79 8書籍 新定兵庫県管内地誌　完 福井久蔵・小寺
勝俊

冊子 1 明治27.2.6 1894

101 76 8書籍 古今要言　巻一 兵庫県管下摂
津国住　片岡英
蔵

小横帳 1 （近代）

102 80 8書籍 女實語教・童子教（写） 徳おか衣江 書冊 1 （近代ヵ）

103 101 8書籍 外史備忘録 小横帳 1 （近代ヵ）
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

104 18 8書籍 経文 状 1 欠年 包紙あり

105-1 44 9武術 橘家鳴弦巻極秘写 橘家末裔橘朝
臣正英

状 1 元禄4.12.16 1691 包紙あり

105-2 52 9武術 日置流弓之記 杉山市郎兵衛
尉

片岡惣左衛門 巻物 1 文化9.6.吉祥 1815 包紙あり

106 39 9武術 戸川流縄勘定 吉原勝右衛門
義隆

片岡茂右衛門 巻物 1 宝暦6.正 1756 包紙あり

107 51 9武術 戸川流免状 吉原勝右衛門
義隆

片岡茂右衛門 巻物 1 宝暦3.8 1753 包紙あり

108-1 132-1 9武術 華蔓縄　真（捕縛見本の人形） 紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-2 132-2 9武術 三ツ十文字縄　草（捕縛見本
の人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-3 132-3 9武術 三ツ十文字縄　真（捕縛見本
の人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-4 132-4 9武術 三ツ十文字縄　行（捕縛見本
の人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

108-5 132-5 9武術 女子供縄（捕縛見本の人形） 紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-6 132-6 9武術 切縄　草（捕縛見本の人形） 紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-7 132-7 9武術 女縄（捕縛見本の人形） 紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-8 132-8 9武術 切縄　行　右掛（捕縛見本の
人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-9 132-9 9武術 切縄　真　左掛（捕縛見本の
人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-10 132-10 9武術 けまん縄　草（捕縛見本の人
形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-11 132-11 9武術 早縄　■（かねへんに「侖」）縄
之内（捕縛見本の人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-12 132-12 9武術 助縄（捕縛見本の人形） 紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

－14－ 尼崎市立地域研究史料館



目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

108-13 132-13 9武術 早縄　■（かねへんに「侖」）縄
之内二重取（捕縛見本の人
形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

108-14 132-14 9武術 女縄　数品之内（捕縛見本の
人形）

紙製人形 1 （近世） 包紙あり、請求番号
132-1～14　まで包紙
（2枚）にて一括

109-1 50 9武術 新心貫合流中通目録 山岡勇右衛門
景明

奥山儀平治 巻物 1 寛政元.8.吉 1789 包紙あり

109-2 53 9武術 新心貫合流中通目録 一宮才三郎長
明

片岡直三郎 巻物 1 文政6.6.吉 1823 包紙あり　安政4.8.吉
付の書継あり

109-3 42 9武術 新々貫合流免状 天羽摂翁重英 川村仲 状 1 安政4.8.吉 1857 包紙あり

109-4 104 9武術 新々貫合流免状 猪瀬禎次正博 折本 1 （明治ヵ）

110-1 43 9武術 居合口伝 山岡勇右衛
（門）景明

藤田新五兵衛 折本 1 寛政5.8 1793 包紙あり

110-2 45 9武術 居合大意録 折本 1 （近世） 包紙あり　裏表紙欠

111 38 9武術 三富流間之太刀向上極位 村田理右衛門
賀行

片岡茂右衛門 巻物 1 宝暦6.5.朔 1756 包紙あり　裏に「日置
流弓之大事行儀心
得之記」書付あり

112-1 97 9武術 人体試し切り図 仮綴 1 （近世）
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

112-2 19 9武術 人体切形の図 巻物 1 （近世）

113-1 95 9武術 関口流極意 知時 小横帳 1 寛政10.4.15 1798

113-2 41 9武術 関口流柔術・新々貫合流意合
免状

一宮才三郎長
明

中馬玄山殿 折本 1 文政8.2.15 1825 包紙あり　新々貫流
意合免状は貼継。

113-3 21 9武術 関口流秘伝伝授につき起請
文

前園仙菴義行 中馬先醒 状 1 嘉永戊申.霜.
吉

1848 包紙あり（２枚）

113-4 93 9武術 関口流柔術等秘書巻 片岡陳貴 小横帳 1 安政5.中春 1858

113-5 119 9武術 関口流柔術極意免定 川村八郎右衛
門清緝

川村仲 状 1 安政4.8.吉 1857

113-6 46 9武術 関口流柔術極意免状 天羽拙翁源幸
定

片岡一郎 折本 2 慶応元.7 1865 包紙あり　虫損大　状
１枚挟み込み

113-7 48 9武術 関口流柔術紅葉傳 一宮才三郎長
明

折本 1 （近世） 包紙あり　裏表紙欠

113-8 98 9武術 関口新心流柔術教訓伝　全 書冊 1 （近世）

113-9 96 9武術 関口流極意 片岡一郎 小横帳 1 （近世） 請求番号95と同内容

113-10 94 9武術 関口流柔術極秘 小横帳 1 （近世）
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

113-11 103 9武術 新々貫合流居合・関口流柔術
極秘伝口授

井出通正常 片岡一郎 折本 1 明治3.11 1870

114-1 105 9武術 兵法武要集 山岡勇右衛門
景明

奥山儀平治 折本 1 寛政9.8.吉 1797 綴じはずれ

114-2 54 9武術 兵法武要集巻 一宮才三郎 川村八郎右衛
門

巻物 1 文化10.7 1813 包紙あり　

114-3 55 9武術 兵法武要集巻 一宮才三郎長
明

片岡直三郎 折本 1 文政6.6.吉 1823 包紙あり

115 20 9武術 東軍発性巻 東軍権僧正川
崎錀助他10名

大塚直五郎 巻物 1 文化14.2.吉 1817 包紙あり

116 56 9武術 兵法における九箇之極意 折本 1 （近世） 包紙あり　オモテ表
紙欠

117 37 9武術 武衛流鉄砲序 奥山儀太夫知
仰

堀百助 巻物 1 天保11.3 1840 包紙あり

118 36 9武術 砲術手控 （片岡）陳貴 小横帳 1 安政2.6.上弦 1855 包紙あり　包紙に請
求番号34～36一括

119 35-2 9武術 線香花火の法　火薬分量書付 状 1 （近世） 包紙あり　包紙に請
求番号34～36一括

120 35-1 9武術 二千里花火につき火薬分量
書付

状 1 （近世） 包紙あり　包紙に請
求番号34～36一括　
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

121 49 9武術 経絡等につき九箇の極意 中正 巻物 1 （近世） 包紙あり　請求番号
47と同内容

122 47 9武術 経絡の巻 中馬兼純 折本 1 （近世）

123 83-1 10雑 書籍の表紙 表紙 1 和本表紙のみ。題箋
離剥。

124 34 10雑 歳星緑 封筒 1 安政戊午.正 1858

125 107-3 11その他 折本木製表紙 片岡英蔵 折本 2 （明治ヵ） 請求番号107-1、2
は、請求番号107-3
折本装丁（木製表
紙）の間に挟まれ、括
られていた。折本の
本紙部分は破損ヵ。
表紙と作成者が記さ
れた部分のみ。

126 151 11その他 「止善舎」扁額 忠興 扁額 1 欠年 32.7(㎝)×85.0(㎝)×
2.7(㎝)

127 150 11その他 乾板ガラス 乾板ガラス 80 欠年 人物写真48枚（箱2
つ）・風景写真18枚
はそれぞれ箱入り。
他に大型サイズ写真
が14枚あり。「片岡陳
正氏文書乾板ガラス
目録」参照のこと。

128 5 11その他 地上井戸の分施工代の記 須寄勝治郎 片岡 状 1 10.7
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目録番号 請求番号 分類 表題 差出（編著） 宛先 形態 点数 和暦 西暦 備考

片岡陳正氏文書目録(1)

129 2 11その他 九州電気軌道の列車・小倉市
砂津車庫撮影の写真

写真 1 （明治44～大
正3）

(1911～
1914）

130 149 11その他 桜井忠興公・婦人・子息の写
真

写真 3 欠年
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