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　　　　　　一橋大学経済研究所所蔵

マイクロフォーム統計資料目録
　　　　　一南アジア・オセアニア篇一

まえがき

　このマイクロフォーム統計資料目録は、一橋大学経済研究所資料室が所蔵するマイクロフォーム統計

資料のうち、南アジアおよびオセアニア地域を対象とし、平成14（2002）年3月末までに目録データベー

スに入力済みのものを収録している。

　当資料室では、予てから統計資料の収集整理に努めてきた。原本の収集整理もさることながら、マイ

クロフォームコレクションの購入、および諸他の図書館・文書館の協力による所蔵資料の撮影などの方

法により、代替資料の入手を行ってきた。特に平成7（1995）年から5年間に渡って行われた「アジア長

期経済統計データベース・プロジェクト」（文部省中核的拠点形成プログラム）によって多数の資料を受

入れた。

　マイクロフォームコレクションは一時に大量の資料が購入されることが多い。当面の迅速な利用に供

するため、収録されている個々の原資料の詳細は記録されないまま、コレクションの名称のみが暫定的

な目録記述に留められがちである。出版元から収録内容リストが提供されることもあるが、既に資料室

が所蔵している原本資料と一体的に検索することが困難で、個々のタイトルについて所蔵の全容を掴み

にくいのが現状である。

　当資料室では、前述のプロジェクトに合せて、その対象地域に関する印刷体統計資料の遡及入力を完

了した後、所蔵するマイクロフォームコレクション中に含まれる個々のタイトルの目録データ化に取り

組んできた。目録データ化に際しては、各資料が対象とする国（特定の地域を対象とする場合にはその

地域名まで）、及び統計資料の主題に関する検索キーを付与し、IER　OPAC（オンライン蔵書目録）か

ら検索できるようにしている。

　オンライン目録の利便性は明白であるが、一覧性に欠けブラウジングには適さない面もある。これを

補い当研究所の長期に渡る統計資料収集活動の成果を報告し、マイクロリーダープリンタで1点1点を

確認しつっ目録化するというかなりハードな作業に、日常業務の傍ら地道に取り組んできた成果を公表

する意味合いも込めて、冊子体目録を刊行することとした。

　対象地域が広いこと、目録データ化の作業は日々継続中であることを考え、地域毎の分冊にする計画

である。各地域の言語に対する対応の進行状況等も踏まえ、まずは英語文献がもっとも多い南アジア・

オセアニア篇を作成することとした。

　本篇の編集作業は、研究資料係（大川明子）と当研究所ネットワーク室（茨木貴徳助手、築山典弘氏）

が協力して進めた。しかし、収録された膨大なデータの入力は、事務補佐員の田中環をはじめとして、

木下恭子、伊藤裕美、研究資料係の協力なくしては為し得なかった。また、この計画実現のために経済

研究所本体から事務補佐員の配当を数度に渡り受けることができた。

　現在資料室では、ロシア・中央アジア篇、東南アジア・西アジア篇の刊行を目指し、日々データ入力

に励んでいる。2004年度中には図書館システム更新を控えているが、新システムでは多言語対応が実現

される見込みである。移行後もスムーズに入力・編集作業が進められることを祈念してやまない。

　　　　　2004．3月

一橋大学経済研究所



凡例

収録範囲

　このマイクロフォーム統計資料目録には、一橋大学経済研究所資料室に所蔵するマイクロフォーム統

計資料のうち、南アジアおよびオセアニア地域を対象とするもので、かつ、2002年3月末までに目録

データベースに入力済みのものを収録した。

配列

この目録は、地域別、国別、主題別、タイトル順で配列されている。

1　地域別・国別一（目次参照）一

　アジア全般、南アジア、オセアニアに大別する。

　南アジアについては国名のアルファベット順とした。国名は概ね現在の呼称によっているが、いわゆ

る英領インド時代の資料については、英領インドの区分をたて一括し、インドの前に置いた。

　オセアニアについては、さらにミクロネシア、メラネシア、ポリネシア、その他等の地域に分けたの

ち国毎とした。各国の順序は目次参照のこと。

2　主題

　主題は、『経済研究所資料分類表』の「L：統計資料」の項に準じている。各分類の定義及び配列順は

以下のとおりである。

一般統計

人口統計

経済統計一般

　　国民経済計算

　　世帯・家計
　　産業一般・企業

　　　　　農林水産業

　　　　　鉱工業

　　　　　商業・サービス業

　　　　　土地・資源・エネルギー

　　貿易
　　金融・財政・開発

　　物価
　　運輸・通信・観光

社会統計一般

労働・賃金

保健・医療・福祉

環境・気候

教育

その他の社会統計

ii



3　タイトル

　冒頭の冠詞を外し、タイトルの文字コード順に配列した。逐次刊行物でタイトル変更が生じた場合に

も、概ねその時期のタイトルのもとに分割して配置されている。記述内の注記によって前後の誌名を参

照のこと。

4　Census資料の配列

　人口統計の部門では、上記3．タイトルに寄らず、センサス調査年次ごとに区分したのちに、報告書シ

リーズNo．等の順に配列している。

　人口統計の部門では、その大半をCensus資料がしめており、その多くはCensus　Report等のシリーズ

名称のもとに、複数の統計集に分割刊行されている。各報告書のタイトルはごく一般的な名称からなる

ことが多く、タイトルにより配列したのでは一覧性に欠けるため、このような方法をとった。そのため、

一部分（シリーズ名称のない単報、センサス報告書以外）の資料については検索しづらい面が残った。

記載事項

　統計資料についての記載事項およびその順序は、単行書と逐次刊行物とで若干異なる。下記に例示す

るように、単行書の場合、（1）一国内通し番号（2）書名／責任表示．一版次（3）出版事項（マイクロ

フォーム版としての）（4）形態（マイクロフォーム版としての）（5）叢書名（複数ある場合は改行）（6）注

記（複数ある場合は、「．」「」「一」（ピリオドスペースダッシュ）を挟んで追い込み）（7）内容　（複数

ある場合は、「．」「」「一」　（ピリオドスペースダッシュ）を挟んで追い込み）（8）別書名（9）編者（複

数存在する場合は、それぞれ改行）（10）所蔵事項巻次：請求記号資料ID、（11）所蔵に関する注記（冒

頭に※を付す）の順に記載する。

　撮影された原本の出版に関する事項や形態に関する事項（確認できる場合）については（6）注記内に記

載する。

単行書の例）

【01511　．．．（1）

書名　Operations　and　results　in　the　Presidency　of　Bombay　including　Sind【microforml／by　J．　A．

　　　Baines．－Microfiche　ed．．．．（2）

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？1．．．（3）

形態　　17micronches：maps；9×13　cm．．．（4）

叢書　Census　of　lndia　1881【microf《⊃rmL．．（5）

注記　　Reproduction　in　micro価ches．　Originally　published：Bombay：Printed　at　the　Government

　　　Centra　l　Press，1882．．．．（6）

内容　v．1．Text．－v．2．　Tables．＿（7）

別書名lmperial　census　of　1881：0perations　and　results　in　the　Presidency　of　Bombay　including　Sind

　　　．．．（8）

編者　Baines，　J．A．．．．（9）

所蔵　1：AMS－L－4（403）5300026548

　　　2：AMS－L4（412）5300026555．．．（10）

　　　※Library　has　also　in　printed　form：Ld．61－12（1881）．．．（11）
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　逐次刊行物の場合、（1）一国内通し番号（2）書名／責任表示．一版次（3）巻次等（4）出版事項（マイク

ロフォーム版としての）（5）形態（マイクロフォーム版としての）（6）注記（複数ある場合は、「．」「」

「一」（ピリオドスペースダッシュ）を挟んで追い込み）（7）別書名（8）編者（複数存在する場合は、そ

れぞれ改行）（9）所蔵事項VOL：所蔵する巻次の範囲（所蔵する年次の範囲）請求記号、（10）所蔵に関

する注記（冒頭に※を付す）の順に記載する。

　撮影された原本の出版に関する事項や形態に関する事項（確認できる場合）については（6）注記内に記

載する。（2）書名／責任表示．一版次に記載される責任表示は、最古号のそれによる。刊行の途中で変

更が生じた場合には、（6）注記に経緯を記載するとともに（8）編者に改行して列記する。．

100061　．．．（1）

書名　Statistical　yearbook　of　Bangladesh＝Bamladesa　parisamkhyana　barshagrantha．－IMicronche

　　　ed．1．．．（2）

巻次等1975（1975）一．．．（3）

出版　W已shingt㎝，　D．C．：Congressional　l　nformation　Service，【199－1＿（4）

形態　　microf㎞es：ill．；11×15　cm．．．（5）

注記　　Descriptbn　based　on：1984－1985（1984／1985），　pub．　Dec．1985．－Reprint．　Originally　pub－

　　　lished：Dhaka：Bangladesh　Bureau　of　Statistics，　Statsitics　Division，　Ministry　of　Planning，

　　　Govt．　of　the　People’s　Republic　of　Bangladesh，【1976？1－．－Not　published　for　1988・－1984／1985

　　　called　also　7th　ed．　in　foreward．－ln　microfiche　collection：Current　national　statistical　com－

　　　pendiums．．．．（6）

別書名Current　national　statistical　compendiums、．．（7）

編者　Bangladesh．　Parisamkhyana　Byuro＿（8）

所蔵　VOL　7－12（1984－1991）AMS－L－24（bg）．．．（9）

　　　※1975，S979－1990　in　micronche：AMS－4（AS－16）；1984－1991　in　printed

　　　form：Lc．61－37．．．（10）

その他

1．非ローマンアルファベットによる言語の場合は、アメリカ議会図書館の採用する翻字方法によっ

　てローマンアルファベットに翻字した。

2．英語、仏語等によるタイトルと現地語によるタイトルとが併記されている場合は、英語等による

　タイトルを優先して記載した。
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　　ネパール　　　　　　　　　　　　　　　　＿．＿＿＿＿．＿．．．．．＿．．＿＿．＿．．＿．204

　　パキスタン　　　　　　　　　　　　　　＿＿．＿＿＿．＿．．＿＿．．＿＿．＿．．．．．．211

　　スリランカ　　　　　　　　　　　　　　　＿＿．．＿＿＿＿．．．．．＿＿．．＿＿．．．．＿238
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般統計　　　　　　　　　　　　　　巻次等1978（1978）一
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形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　【0006】
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編者　East　Pakistan（Pakistan）・Bureau　of　Statistics形態　micro6ches：ill，；11×15　cm

所蔵　VOL：2－6（1964－1969）AMS－4（AS－16）　　　　注記　Description　based　on：1984－1985（1984／1985），
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［0003】　　　　　　　　　　　　publi，h。d、　Dh。㎞、Bangl。d。，h　Bu・eau・f
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巻次等No・7（1970／1971）－no・9（1973）　　　　　　　　　　Bangladesh，［1976？1－．－Not　published　fbr

出版　Zug，　Switz．：IDC，1982　　　　　　　　　　　　　1988．－1984／1985　c訓led　also　7th　ed．　in

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　fbreward．－In　micro6che　collection：Current
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　　　　　　　continues：Statistical　digest　of　East　Pakistan，　所蔵　VOL　7－12（1984－1991）AMS－L24（bg）
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　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　5400025374

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chittagong　Hill　Tracts，　pts．1－5：AMF－L56（4）

注記　Originally　published：Karachi：Manager　of　　　　　5400025382
　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，1195－？］－　　　　Comilla，　pts．1－5：AMF－L56（4）5400025390

　　　　　　1v・（various　pagings）；25　cm・　　　　　　　　　　　Dacca，　pts．1－5：AMF－L56（4）5400025408

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　　　　Dinajpur，　pts．1－5：AMF－L56（5）

　　　　　　Nomani，　H．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400025440
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　5400025705
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叢書C・n・u・・fP・垣・tan，1951；．［C・n・u・・ep・・t］；　　R・j・h・hi，　pt・・1－5・AMF－L56（10）

　　　　　　v．8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400025770
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編者蟻繋馳　’［19㍗2°ごk－・一一t／一
所蔵＝5C2r’54…25267　　出版㌫db・idgらC・nn・R・・ea・chPubli・ati・　

　　　　　　※Lib「a「y　has　als°P「inted　ed・：Ld・61－17　形態・micr。丘lm；35　mm

　　　　　　・一〈1961＞一・　　　　　　　叢書P・pul・ti・n　cen・u・・f　Paki・tan　1961；n・・159・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Population；v．2

［0009】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

書名　District　census　report／compiled　and　issued　　　　　Asia

　　　　　　under　the　authority　of　Ministry　of　Home　and　注記　Published　under　the　authority　of　Home　Affairs

　　　　　　Kashmir　A丑airs，　Home　Affairs　Division，　　　　　　　Divison，　Ministry　of　Home＆Kashmir　AHairs，

　　　　　　Government　of　Pakistan　　　　　　　　　　　　　　　　　Karachi．－OriginaJly　published：Karachi：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Manager　of　Publications，　Goverment　of
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan，1964－1v．（vaエious　pagings）：ill．，

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　maps；25　cm・
叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；no．　　　編者　Nomani，　H・H・

　　　　　　91－152　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Organization（Pa』（istan）

　　　　　　International　population　census　publications：　所蔵　AMF－L－56（13）5400025911

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　ed．：Ld．

注記　Pts．1－5．　Genera1（五scription，　general　tables，　　　　61－17（1961）

　　　　　　housing　tables，　population　tables　and　village

　　　　　　statistics．－Description　based　on　no．91．－　　　10011】

　　　　　　No．92，94，98－101，103－106，108，110，113－123，書名　Non－agriculturaHabour　fbrce

　　　　　　125，128，130，133－135，138－140，142－145，　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（力Publications，

　　　　　　148－152：Compiled　and　published　under　the　　　　　　1977
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形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Dacca：Census
叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；no．　　　　　　Commission，　Ministry　of　Home　Af』irs，　Govt．

　　　　　　162－165　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　the　People，s　Republic　of　Bangladesh，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　［1975］－55　p．：ill．，　maps；24　cm．ゴ，　Census

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974，　Pub．　No．，，．

注記　Published　under　the　authority　of　Ministry　of　編者　Bangladesh．　Census　Commission

　　　　　　Home＆Kashmir　Aff泣rs（Home　A亀irs　　　所蔵　AMF－2（bg1974）5400029822
　　　　　　Division）Government　of　Pakistan．－

　　　　　　Originally　published：Karachi：Manager　of　　lOO15】

　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，［196－？］一書名　Bangladesh　census　of　population，1974

　　　　　　－v・；25cm・　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　　　　［19－］

所蔵　v・5・Ea8t　pakistan：AMF－L－56（14）　　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　5400025945　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications：

［0012】　　　　　　　　　　　　A・i・；B・ngl・d・・h・1974・1－2
書名　Housing，1960／Compiled　and　published　　　注記　Origin÷lly　Publ竺hed：Dacca：Census
　　　　　　und・・th・auth。・ity。f　Mini，t，y。f　H。m。＆　　　C・mm・ss・・n，　Mmi・t・y・f　H・m・A臨irs，　G・vt・

　　　　　　Kおhmi・A亀irs（H・m・A舳rs　Divi・i。n）　　　・f　th・P・・pl・’・R・publi・・f　B孤gl・d・・h－v・；

　　　　　　Government　of　Pakistan　　　　　　　　　　　　　　　　24　cm・一，，　Census　publication　no・26，L　T・P・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　of　B叫・2・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Bangladesh　population　census，1974

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　population　census　of　Bangladesh，1974

叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；no．　　　所蔵　Bull・2：AMF2（bg1974）5400029830

　　　　　　155－156
　　　　　　麗mati・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・ns・；；61　Uni。np。pul。ti。n、t。ti，tics

注記　Originally　published：Karachi：Manager　of　　出版　Wbodbridge，　Conn・：Research　Publications・
　　　　　　Publi・ati・n・，　G・v・・m・nt・f　Paki・tan，［196－？］一　　［19－］

　　　　　　－v．；25cm．　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　叢書　Bangladesh　census　of　population，1974；Bull・

所蔵　v．9．East　pakistan：AMF－L－56（15）　　　　　　　　　3
　　　　　　5400025986　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia；Bangladesh，1974．1－3

　　　　　　＊一〈1974＞一＊　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：［Dacca］：Bangladesh

［0013】　　　　　　　　　　　Bu・eau・f　St・ti・ti・・，【19761－455　P・；24・m・
酩R・p。・t＆tabl。，／by　A．K．M．　Ghul。m　R。bbani縮Bang1・d・・h・P・・i・amkhyana　Byu・・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－2（bg1974）5400029848

形態㍑，，。61m；35mm　　　　・一〈・98・〉一・

叢書Bang』h・en・u・・f　p・pul・ti・n，1974；　［0017】

　　　　　　蹴蹴pul。ti。ncen，u，publi，ati。n，、書名凱麟1981P・pul・ti・ncen・u・・f

注記鑑鑑麟㍑，。、Bangl。d。、h出版認；；db・idg“・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

　　　　　　艦u°fStat’st’cs，1977］－673　P：’”・，　map；形態1mi…61m；35　mm

縮Bangl；d。，h．　P。，i，amkhyana　Byu，。　　耕In～・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・

所蔵AMF2（bg1974）54…29855　　注記鵬蕊識：謡；：la］、　Banglad。，h

［0014】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bureau　of　Statistics，11980十151　P．；24　cm．

書名　Provisional　results　　　　　　　　　　　　編者　Ba皿gladesh．　Parisamkhyana　Byuro

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　所蔵　AMF－2（bg1981－1）5400029897
　　　　　　［19－］

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　lOO18】
叢書　Bangladesh　census　of　population，1974；Bull．　書名　1981　population　census　in　brief

　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　1992

　　　　　　Asia；Bangladesh，1974．1－1　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm
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叢書　International　population　census　publications：　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia；Bangladesh，1981．0－2　　　　　　　　　　　　　　　　Asia；Bangladesh，1981．1－3

注記　Originally　published：［Daccal：Bangladesh　　　　　　Bangladesh　population　census　1981

　　　　　　Bureau　of　Statistics，［198－】一［4］p．；24　cm．　　注記　”August，1984”．－Pre飽tory　matter　in　Bengali

編者　Bangladesh．　Parisamkhyana　Byuro　　　　　　　　　and　English・－Originally　published：phaka］：

所蔵AMF2（bg・98H）54…299・5　　　㍑n8al霊。㌍鵠灘：s：！1；鑓：∵

［0019】　　　　　　　　　　　　In・lud・・ind・x・
書名　1981Bangladesh　population　census：post　　編者　Ghulam　Rabbani，　A・K・M・

　　　　　　enumeration　check（PEC）　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（bg1981－2）5400029947

出版 認；；db「’dge，　C°　：Resea「ch　Publ’cat’°ns，［・・23】

形態・mi…61m；35　mm．　　．書名瀦t轍i麗蒜n　census・1981：
叢書 惣㌶蹴1㌫㌻suspub”cat1°ns：出版認；；db・idg』・Resea・chPubli・ati・n・・

注記 £：1鵠隠。晶＝f職麗隠　形態1mi…61m；35　mm．　　．

所蔵麟；8鑑。。29913　1繊竃照i罐：蕊：：：

形態、mi。，。61m；35　mn1　　　　　所蔵AMF－2（bg1981－2）54°°°29954

叢書Banglad・・h　p・pul・ti・n　cen・u・1981；　　［0024】

　　　　　　Bangladesh・1981・1“1：1～4　　　　．　．　　　書名　Report　on　urban　area

　　　　　　麗nat’°nalp°pu’at’°ncensuspubl’cat’°ns：出版㍑；db・idg』・R・・e・・chPubli・at’・n・，

注記　”August・1983”・－Originally　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　§麟：：畷漂蠕hBu「eau°f叢書隠・1㌶蹴1↑霊・u・publi・ati・n・・

編者　Bangladesh・Parlsamkhyana　Byu「o　　　　　　　　　Bangladesh　population　census　1981

所蔵　Chittagong　division－Rajshahi　division：　　　　注記　・November　1987，．－Originally　published：

　　　　　　AMF－2（bg1981－1）5400029921　　　　　Dha㎞、B、ngl。d。、h　Bu・eau・f　St・ti・tics，1987

i…11㌫＝、＿bl㎞t－，禁議感齢＝m

　　　　　　1992　　　　　　　　　　【0025］
形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Community　tables　of　all　thanas　of．．．［name　of

叢書　Bangladesh　population　census　1981；　　　　　　　　district］

　　　　　　Bangladesh，1981・1－2　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1992

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro田m　reels；35　mm

注記　”November・1983”・－Originally　published：　　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Dacca：Bangladesh　Bureau　of　Statistics，　　　　　　　　Asia

　　　　　　［1983］－xiv・ユ66　P・；24・m・　　　　　　Bangl。d。，h　p・pulati・n　cen・u・1981

編者　Bangladesh・Parisamkhyana　Byuro　　　　　注記　Prefatory　matter　in　Bengali　and　English．一

所蔵　AMF－2（bg1981－1）5400029939　　　　　　　　　　・，　Thana　series”－Cover．－Originaユly

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Dhaka：Bangladesh　Bureau　of

［0022】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics，1985－．－Chittagong：Chittagong

書名　　Analytical　findings　and　national　tables／by　　　　　　Sadar　North　Sadar（Patiya）and　Cox’s　Bazar

　　　　　　A・K・M・Ghulam　Rabbani　　　　　　　　　　　　　Su卜division．　Comilla，　pt．1：Brahmanbaria

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　and　Chandpur　Sub－division．　Comilla，　pt・2：

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Comilla　Sadar　North　and　Sadar　South

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Sub－division．　Noakhali：R｝ni，　Lakshmipur　and
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　　　　　　Noakhali　Sadar　Sub－division．　Sylhet，　pt．1：　　　　　BaTisal－Jessore：AMF－2（bg1981－8）

　　　　　　Habig叫j　Sub－division．　Sylhet，　pt．2：　　　　　　　　　　　　　　5400040035

　　　　　　Moulvibazar　Sub－division．　Sylhet，　pt．3：　　　　　　　Khulna－Patuakhali：AMF－2（bg1981－9）

　　　　　　Sunamganj　Sub－division．　Sylhet，　pt．4：Sylhet　　　　　5400040043

　　　　　　SadaエSub－division．　Dhaka，　pt．1：Dhaka　　　　　　　Bogra　Dinajpur：AMF－2（bg1981－10）

　　　　　　Sadar　and　Gazipur　Sub－div．．－Rangpur，　pt．　　　　　　5400040050

　　　　　　2：Kurigram，　Lalmonirhat　and　Nilphamari　　　　　　Pabna－Rajshahi：AMF－2（bg1981－11）
　　　　　　Sub－division．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040068

編者　Bangladesh・Paエisamkhyana　Bibhaga　　　　　　　　District：RangPur：AMF－2（bg1981－12）

所蔵　Chittagong－Comilla，　pt．2：AMF－2（bg1981－13）　　　　5400040076

　　　　　　5400040092　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Chittagong－Rajshahi　SMA：AMF－2－（24）

　　　　　　Noakhali－Sylhet，　pt・3：AMF－2（bg1981－14）　　　　　　5400040217

　　　　　　5400040118
　　　　　　Sylh・t，　pt．4－Dh・㎞，　pt．3、　AMF．2（bg198・．・5）　＊一〈1986＞一＊

　　　　　　5400040126　　　　　　　【0027】
　　　　　　Fa「’dpu「，　pt・1・2・AMF－2（bg1981－16）　書名Krshi　b。hi，bhuta　a，thanaiti㎏』，ya励。

　　　　　　灘竃一2AMF2（bg・98L2・）讐＝ご；蒜tわn＿、publ㎞t　：

　　　　　　認＝。；し・，2・AMF2（bg198L21）　注記蒜～；：麟；9：認一。輌lly

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Dhaka：Bangladesh　Bureau　of

【0026】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics・1989－v・447　P・；28　cm・

書名　Bangladesh　population　census，1981　　　　　編者　Bangladesh・Parisamkhyana　Byuro

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications　所蔵　AMF－2（bg1986－1）5400040225
　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　AMF－2（bg1986－2）　5400040274

形態mi…61m・eel・；35　mm　　　　　［・・28】
叢書　In；ernational　population　census　publications：　書名　Bangladesh　census　of　non．farm　economic

　　　　　　A・・a　　　　　　　　　　a・tiviti・・and　dおabl。d　pers。n，，1986、P。，t
　　　　　　Banglad田h　p・pul・ti・n　cen・u・1981　　　　・num・・ati・n・heck（PEC）

注記　Prefatory　matter　in　Bengali　and　English・一　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications

　　　　　　Originally　published：Dhaka：Bangladesh　　　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　Bu「eau　of　Statistics，1983－・　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

編者　Bangladesh・Parisamkhyana　Bibhaga　　　　　叢書　International　population　census　publications：

所蔵　All　thanas　of　Bandarban：AMF－2（bg1981－12）　　　　Asia；Bangladesh　1986．3

　　　　　　5400040084　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Dhaka：Bangladesh
　　　　　　All　tha職・f　Chitt・g・ng　H・T・・　　　　　Bu・eau・f　St・ti・tics，1990－27　P．；28。m．

　　　　　　AMF－2（bg｝981－13｝5400040100　　　　　　編者　Bangladesh．　Parisamkhyana　Byuro

　　　　　　蹴鑑題Thena’gat1：AM早2（19）　所蔵AMF2（bg・98住2）54…4・282

　　　　　　Nakhla　Sreebardi：AMせ2－（20）5400040159　　　　　＊一〈1991＞一＊

　　　　　　Bandarban－Chittagong：AMF－2（bg1981－2）
　　　　　　5400029970　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1002gl

　　　　　　Chittagong　H．T．－Comilla：AMF－2（bg1981－3）　書名　Population　and　housing　census　1991：post

　　　　　　5400029988　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　enumeration　check（PEC）

　　　　　　Noakhali－Sylhet：AMF－2（bg1981－4）　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，

　　　　　　5400029996　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1998

　　　　　　District：Dhaka：AMF－2（bg1981－5）　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　5400030002　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　International　population　census　publications：

　　　　　　Faridpur－Jamalpur：AMF－2（bg1981－6）　　　　　　　　Asia

　　　　　　5400040019　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”June　1992”．－Originally　published：Dacca：

　　　　　　Mymensingh－Tangail：AMF－2（bg1981－7）　　　　　　　Bangladesh　Bureau　of　Statistics，1992－xi，61

　　　　　　5400040027　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．：ill．；24　cm．
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編者　Bangladesh．　Parisamkhyana　Byuro　　　　　　　　　Fbni－Habiganj：AMF－2（bg1991－16）

所蔵　AMF－2（bt1988）5400040324　　　　　　　　　　　　5400040498
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jamalpur－Joypurhat：AMF－2（bg1991－17）

10030】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040506

書名　Community　series　　　　　　　　　　　　　　　　Khagrachhari－Kishoreganj：AMF－2（bg1991－18）

出版　Woodbridge，　CoIm．：Research　Publications，　　　　5400040514　　　’
　　　　　　1998－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kurigram－Madaripur：AMF－2（bg1991－19）

霞㌶蕊鑑＿，199、　羅竃i㎎hig叫AMF2（bgl99L2・）
　　　　　　＝㍑’p°pu’ati°ncensuspublicati°ns：　㌶霊：§LN・a㎞・li・AMF2（bg・99L2・）

注記　Originally　published：Dha㎞：Bangladesh　　　　　　Nilphamari．Narsingdi：AMF．2（bg1991－22）

　　　　　　Bureau　of　Statistics・1992－・－Prefatory　matter　　　　5400040555

　　　　　　in　Engli・h・nd　B・ng・li・　　　　　　　N。t。，e．Pan。h。ga，th，　AMF－2（bg1991－23）

編者　Bangladesh．　Parisamkhyana　Byuro　　　　　　　　　5400040563

所蔵　Zila：Bagerhat－Bandarban：AMF－2（bt1988）　　　　　Patuakhali－Rajshahi：AMF－2（bg1991－24）
　　　　　　5400040332　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040571

　　　　　　Zila：Baエguna－Chandpur：AMF－2（bg1991－1）　　　　　Rangamati－Shariatpur：AMF－2（bg1991－25）

　　　　　　5400040340　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040589

　　　　　　Zila：Chittagong－Dhaka：AMF－2（bg1991－2）　　　　　　Sherpur－Sunamganj：AMF－2（bg1991－26）

　　　　　　5400040357　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040597

　　　　　　Zila：Dinaj　pur－Gopalganj：AMF－2（bg1991－3）　　　　　Sylhet－Thakurgaon：AMF－2（bg1991－27）

　　　　　　5400040365　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040605

　　　　　　Zila：Habiganj－1〈hagrachhari：

　　　　　　AMF－2（bg1991－4）　5400040373

　　　　　　Zila：L副m°ni「hat－Mymensingh：　　　　　経済統計一般
　　　　　　AMF－2（bg1991－6）　5400040399

　　　　　　Zila：Naogaon－Nawabganj：AMFL2（bg1991－7）　［0032】

　　　　　　5400040407　　　　　　　　　　　　　　　書名　Economic　review　of　Pakistan．一［Micro6che　ed．］

　　　　　　Zila：Nilph㎜ari－Patuakhali：　　　　　　　　巻次等No．1（Apr．1952）－no．3（Nov．1952）

　　　　　　AMF－2（bg1991－8）5400040415　　　　　　　出版　London：World　Micromms，　in　association

　　　　　　Zila：Pirojpur－Shariatpur：AMF－2（bg1991－9）　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970

　　　　　　5400040423　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　2micro丘ches；11　x　15　cm
　　　　　　Zila：Sherpur－Thakurgaon：AMF－2（bg1991－10）注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　5400040431　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，1952．－
　　　　　　Zil・・Bag・・h・t－B・・guna・AMF－2（bg1991－11）　　N。．2（1952）n。t，ep・。du・ed．－O・iginally

　　　　　　540004044g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　continued　by：Quarterly　economic　review　of

　　　　　　Zila：Barisal－Bogra：AMF－2（bg1991－12）　　　　　　　Pakistan．

　　　　　　5400040456　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

［・・3・】　　　　　　　　所蔵V°L・1，S（1952“1952）AMS－L19（35）
書名　　Zila　series：zila…　　　　　　　　　　　　　　　10033】

出版　woodbridge，　conn・：Research　Publications，　書名　Quarterly　economic　review　of

　　　　　　1998－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan．一［Micro丘che　ed．】

形態　micro61m　reels；35　mm　　　　　　　　　　　巻次等No．4（Fbb．1953）－no．16（Jan．1956）

叢書　Bangladesh　population　census，1991　　　　　出版　London：World　Micro丘lms，　in　association

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　形態　9microfiches；11　x　15　cm

注記　Originally　published：Dhaka：Bangladesh　　注記　Microfbrm　reproduction．　OriginaJly　published：

　　　　　　Bureau　of　Statistics，1992－．－Prefatory　matter　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　in　English　and　Bengali．　　　　　　　　　　　　　　　　1953－1956．－Filmed　with　annual　supplement．

編者　Bangladesh．　Parisamkhyana　Byuro　　　　　　　　　－Originally　continues：Economic　review　of

所蔵　Brahmanbaria－Chittagong：AMF－2（bg1991－13）　　　　Pakistan・－Originally　continued　by：Three

　　　　　　5400040464　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　monthly　economic　review　of　Pakistan，

　　　　　　Chuadanga－Cox・s　Bazar：AMF－2（bg1991－14）　　　　　Afghanistan・

　　　　　　5400040472　　　　　　　　　　　　　　　別書名Economic　review　of　Pakistan

　　　　　　Dhaka－Faridpur：AMF－2（bg1991－15）　　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　5400040480　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　4－16（1953－1956）AMS－L19（35）
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【0034］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等1972，nα1（1972）一

書名　Three　monthly　economic　review　of　Pakista隅　　出版　London：World　Micro丘1⇒in　association

　　　　　　A㎏hanistalL－［Micro6che　e（t］　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1974一

巻次等Nα17（Apエ1956）－nα47（Sep七1963）　　　形態　45　micro6ches；11　x　15　cm

出版　London：Wbrld　Micro丘lm亀in　ass㏄iation　　注記　Microfbrm　reproductk）口Originally　publishe止

　　　　　　with　th・E・・n・mi・t　Int・llig・nce　Unit，・1970　　L・nd・n・E・・n・mi・t　Int・llig・nce　Uniい97公

形態　　24micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　－Filmed　with　a皿ual　supplement一

注記　　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：　　　　Originally　cover　title：Quarterly　economic

　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，　　　　　　　　　revie礼Pakistar㌧BangladesE　AfganistarL－

　　　　　　195G1963．－Filmed　with　annual　supplemen七　　　　　〇riginally　1976，4th　quarter（1976）一．一

　　　　　　一〇riginally　nα24（Dec．1957）－nα47（Sept．　　　　　Originally　continues：Quarterly　Economic

　　　　　　1963）have　title：Three．monthly　economic　　　　　　　revie礼Pakista恥Afghanista皿一〇riginally

　　　　　　reviev肌Pakista叫AfghanistarL－Originally　　　　　　　ceased　with　1984　no．4（1984）；and　split　into：

　　　　　　continues：Quarterly　economic　review　of　　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　Bangladesh；

　　　　　　PakistalL－Originally　continued　by：　　　　　　　　　　an（L　Quarterly　economic　review　of　Pakistan，

　　　　　　Quarterly　Economic　review．　Pakistan．　　　　　　　　　Afga皿istaIL

別書名Economic　review　of　Pakistan　and　Afghanistan　別書名Economic　review　of　Pakista叫Bangladesh　and

　　　　　　Three－monthly　economic　revie礼Pakistan，　　　　　　Afghanistan

　　　　　　Afghanistan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Quarterly　economic　revie礼Pakista叫

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　　　　　BangladesE　Afganistan

所蔵　vOL：17－47（1956－1963）AMS－L－19（35）　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　Pakista叫
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bangladesh，　Afghanistan

［0035］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

書名　Quarterly　Ecommic　revie・肌Pakista叫　　　　　所蔵　vOL　1972－1983（1972－1983）AMS－L－19（35）

　　　　　　Afghanistan．一［Micro丘che　e司

巻次等48（Dec　1963）－56（Oc七1965）；1966，　n（L　1

　　　　　　（J肌1966L1971・n・・4（1971）　　　　　世帯・家計
出版　London：World　Micro61m昂in　association
　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，　　　　　［0037］

　　　　　　c1970－c1974　　　　　　　　　　　　　　　書名　Areport　on　the　household　expenditure　survey

形態　　21micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　of　Banglades玩1973－74：household

注記　Microfbrm　reproductio皿Originally　published：　　　　consumption　statistics　by　income

　　　　　　London：Economist　Intelligence　Uniち　　　　　　　　classi丘catiorレ［Micro丘m　e（1］

　　　　　　1963－1971．－Filmed　with　annual　supplement．　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　－Originally　48（Dec　1963）published　under　形態　i輻76　P

　　　　　　4（1969）1帥輌d『t加繊（麺㎞ly　　S硫t畑D甑叫M輌y㎡P㎞nm脇
　　　　　　㏄㎝゜㎜一聡Pa㎞t・ヰA㎏ha㎜t・n；　　　Bangla・』h』ta，励197＆

　　　　　　monthly　economic　review　of　Pakistar㌧

　　　　　　鑑：艦蒜＝㌶ぽ　金融・財政・開発

　　　　　　Quarterly㏄on（㎜ic　review．　Pakistan　　　　　書名　　Annual　budget…budget　spe㏄h／Minister（）f

　　　　　　Quarterly　Economic　review＆Pak鰍3ta叫　　　　　　　　Finan（鳳一［Micro丘che　e則

　　　　　　Afghanistan　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等1971／72＆1972／73（1971／72＆1972／73）－

　　　　　　QER　Pakistan，　A㎏hanistan　　　　　　　　出版　Leiden：IDC，clg88

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

所蔵　VOL：48－56；1966－1971（1963－1965；1966－1971）　注記　Micro6cha　Originally　published：Dacca：

　　　　　　AMS－L－19（35）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　of　the　Peoplピs　Republic　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bangladesh，　Ministry　of　Finance，1972－．一

［00361　　　　　　　　　　　αigin創ly　wL㎞1983／84（1983／84）ふ㏄d
書名　QER　Pakistar㌧BangladesE　　　　　　　　　　　　b宮Ministry　of　Finlmce＆Plannin＆－
　　　　　　AfganistaIL－［Micro丘che　e（刈　　　　　　　　　　　　　Originally　issued　in　2　pta
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編者　Bangladesh．　Artha　Mantranalaya　　　　　　所蔵　VOL：1973－1989（1973－1989）AMS－4（AS－18）

　　　　　　Bangladesh．　Artha　aura　Parikalpana

　　　　　　Mantranalaya　　　　　　　　　　　　　　　［0042】

所蔵　VOL：1971－1981，　S983－1991（1971－1991）　　　書名　Budget　estimate／Government　of　the　People’s

　　　　　　AMS－4（AS－182）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Republic　of　Bangladesh，　Ministry　of

　　　　　　※　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Finance．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　lack：1975／76；1978／79；1981／83；1984／85（2）；1987／8養扱等16th　Dec・・1971　to　30th　June，1972，　and　fbr

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1972／73（Dec．1971／June　1972　and　1972／73）一

【0039】　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988

書名　Annual　budget・Budget　summary　statements　形態　micro丘ches；11　x　15　cm
　　　　　　／Ministry　of　Finance，　Government　of　the　　　注記　Title　from　cover．－Title　varies．　Vb1．　fbr　16th

　　　　　　P・・pl・’・R・publi・・f　Bangl・d・・h・一［Micr・丘・h・　　Dec．，1971　t・30th　Jun・，1972，　and飴・1972／73

　　　　　　ed・l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　has　title：Annual　budget　statement　of　the

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co・，c1988　　　　　Government　of　the　People’s　Republic　of

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Bangladesh，　on　its　t．p；Vbls．　fbr　1973／74

注記　Description　based　on：1976／77；title　from　　　　　　　（1973／74）－1974／75（1974／75）have　title　Annual

　　　　　　original　cover．－Report　year　ends　June　30ド　　　　　　丘nancial　statement，　on　their　t．p．；the　title　only

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Dacca：　　　　　　appears　above　the　contents　in　successive

　　　　　　Ministry　of　Finance．－Originally　issued　by：　　　　　issues．－Micro丘che．　Originally　published：

　　　　　　Finance　Division，　vols．　fbr　1981／82（1981／82）一．　　　　［Dacca］：Government　of　the　People，s　Republic

編者　Bangladesh．　Artha　Mantranalaya　　　　　　　　　of　Bangladesh，　Ministry　of　Finance，［1972？一・－

　　　　　　Bangladesh．　Artha　Bibhaga　　　　　　　　　　　　　Originally　prepared　by：Ministry　of　Finance，

所蔵　VOL：1976－1991（1976－1991）AMS－4（AS－186）　　　　Finance　Division，1980／81（1980／81）－1981／82

　　　　　　※1。。k、1982／83　　　　　　　　（1981／82）・1984／85（1984／85）一・－0・iginally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published　by：Bangladesh　Government　Press，

［00401　　　　　　　　　　　　1980／81（1980／81）一・
書名　　The　Annual　plan／Planning　　　　　　　　　　男ll書名Annual　budget　statement　of　the　Government

　　　　　　Commission．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　　　　of　the　People，s　Republic　of　Bangladesh

出版　Zug，　Switz．：IDC，197g　　　　　　　　　　　　Annual　6nancial　statement

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　編者　Bangladesh・Artha　Mantranalaya

注記　Description　based　on：1972／1973．－Vbl．　fbr　　　　　Bangladesh・Artha　Bibhaga

　　　　　　1976／77in　Bengali．－Originally　published：　　所蔵　VOL　1971－1991（1971－1991）AMS－4（AS－181）

　　　　　　Dacca：Bangladesh　Government　Pressド”A
　　　　　　，ep。式。n　th。，t。t。。f　th。　B。ngl・desh　ec・n・my［0043】

　　　　　　and　a　programme　fbr　reconstruction　and　　　　書名　　The　budget　in　brief／Government　of

　　　　　　d。v。1。pm。nt品・th・y・a・・，．－0・iginally　ISSN・　　Bangl・d・・h　Mini・t・y・f　Finance・一［Mi…丘・h・

　　　　　　75642112．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ed．】

別書名An皿al　plan－Planning　Commission，　　　　出版　Leiden：IDC，c1992
　　　　　　Government　of　the　People，s　Republic　of　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　Bangladesh　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1984／85．－Micro丘che．

　　　　　　Barshika　parikalpana　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Dhaka：Government　of

編者　Bangladesh．　Parikalpana　Kamisana　　　　　　　　Bangladesh　Ministry　of　Finance．

所蔵　VOL　1972－1978（1972－1978）AMS－B－33（B1）　編者　Bangladesh．　Artha　Mantranalaya
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：1984－1987（1984－1987）AMS－4（S－325）

10041】

書名　Annuaheport／Bangladesh　Bank．一［Micro6che［0044】

　　　　　　ed．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Demands　fbr　grants　and　appropriations

巻次等1973（Dec．16，1971　to　June　30，1973）一　　　　　　　（non－development）／Government　of　the

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．　　　　　　　　　　People’s　Republic　of　Bangladesh，　Ministry　of

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Finance・一［Micro6che　ed・］

注記　Micro丘che．　Originally　pμblished：［Dacca］：　　巻次等1977／78（1977／78）－

　　　　　　Bangladesh　Bank，｛1973－．－Title　f士om　original出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988－

　　　　　　cover．－Vbl．　fbr　1973（Dec．16，1971　to　June　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　30，1973）has　an　annomalous　title：Report＆　注記　Micro丘che．　Originally　published：Dacca：

　　　　　　accounts　fbr…・－Report　year　ends　June　30・　　　　　Bangladesh　Government　Press，1977－．一

別書名Bangladesh　Bank　annual　report　　　　　　　　　　　　Originally　prepared　byl　Finance　Division，

　　　　　　Report＆accounts　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1980／81（1980／81）一．－Originally　conti皿es　in

編者　Bangladesh　Bank　　　　　　　　　　　　　　　　part：Demands　fbr　grants　and　appropriations．



編者　Bangladesh．　Artha　Mantranalaya　　　　　　所蔵　VOL：1977－1978，　S980－1982（1977－1982）

　　　　　　Bangladesh．　Artha　Bibhaga　　　　　　　　　　　　　AMS－4（AS－185）

所蔵　VOL　1977－1991（1977－1991）AMS－4（AS・・183）

　　　　　　※lack：1983／84；1987／88

［00451

書名　Detailed　estimates　of　revenue＆receipts／

　　　　　　Government　of　the　People，s　Republic　of

　　　　　　Bangladesh　Ministry　of　Finance．一【Microfiche

　　　　　　ed．］

巻次等16th　Dec．，1971　to　30th　June，1972　and　the

　　　　　　year　1972／73（16th　Dec．1971　to　30th　June

　　　　　　1972and　1972／73）一

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988一

形態　microfiches；11　x　15　cm

注記　Micro6che．　Originally　published：［Dacca］：

　　　　　　Ministry　of　Finance，［1972｜．－Originally

　　　　　　prepared　by：Finance　Division，1980／81

　　　　　　（1980／81）一．－Originally　published　by：

　　　　　　Bangladesh　Government　Press，1974／75
　　　　　　（1974／75）一．

別書名Detailed　estimates　of　revenue　and　receipts

編者　Bangladesh．　Artha　Mantranalaya

　　　　　　Bangladesh．　Artha　Bibhaga

所蔵　VOL　1971－1983，　S986－1987（1971－1987）

　　　　　　AMS－4（AS－184）

【0046］

書名　The丘rst　6ve　year　plan，1973－78／Planning

　　　　　　Commission，　Government　of　the　People’s

　　　　　　Republic　of　Bangladesh

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Company，1976

形態　　10micro丘ches；11×15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Dacca】：The

　　　　　　Commission，1973（549　p．）．－Header　title：

　　　　　　Bangladesh：Planning　Commission：

　　　　　　Government　of　the＿the丘rst丘ve　year　plan，

　　　　　　1973－1978．－IDC　order　no：D－1854．

別書名Bangladesh：Planning　Commission：
　　　　　　Government　of　the＿the　6rst　five　year　plan，

　　　　　　1973－1978

編者　Bangladesh．　Parikalpana　Kamisana

所蔵　AMS－B－33（B2）5288378176

［0047］

書名　Supplementary　estimate　of　expenditure／

　　　　　　Government　of　the　People，s　Republic　of

　　　　　　Bangladesh，　Ministry　of　Finance．一［Microfiche

　　　　　　ed．］

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988

形態　microfiches；11　x　15　cm

注記　Description　based　on：1977／78（1977／78）．－

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Dacca：

　　　　　　Bangladesh　Government　Press．－Originally

　　　　　　prepared　by：Finance　Division，1980／81

　　　　　　（1980／81）一．

編者　Bangladesh．　Artha　Mantranalaya

　　　　　　Bangladesh．　Artha　Bibhaga

11
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ブータン　　　　　人ロ統計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0004】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　ICensus　of　Bhutan　1969］

一
般統計　　　　　　　　　　　　　出版　W・・db・idg・，　C・nn．・R・・ea・ch　Publi・ati・n・，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

【0001】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm

書名　Statistical　handbook　of　Bhutan　　　　　　　叢書　International　population　census　publications：

出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　　　　Asia
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Title　supplied　by　cataloger．－Originally

注記　Description　based　on：1986（1986）．－　　　　　　　　published：IS・1・：s・n・，　ca・1970］－1P・・

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published　by：Thimphu，所蔵　AMF－2（bt　1969）5400040613

　　　　　　Bhutan：Central　Statistical　OfHce，　Planning

　　　　　　Commission，　Royal　Government　of　Bhutan，

　　　　　　［1985－1986］．－VLYR　of　LC／MARC：

　　　　　　1985－1986．－Originally　continues：Statistics

　　　　　　at　a　glance（Thimphu，　Bhutan）．－Originally

　　　　　　continued　by：Statistical　yearbook　of　Bhutan．

編者　Bhutan．　Central　Statistical　Of且ce

所蔵　VOL　1986（1986－1986）AMS－4（S－337）

［00021

書名　　Statistical　yearbook　of　Bhutan．一［Micro丘che

　　　　　　ed．］

出版　Leiden：IDC，c1994
形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Description　based　on：1989＝Micro丘che．

　　　　　　Originally　published：Thimphu，　Bhutan：

　　　　　　Central　Statistical　O伍ce，　Planning

　　　　　　Commission，　Royal　Government　of　Bhutan．－

　　　　　　VLYR　of　LC／MARC：1987－＝Originally

　　　　　　continues：Statistical　handbook　of　Bhutan．

編者　Bhutan．　Central　Statistical　O冊ce

所蔵　VOL　1989（1989－1989）AMS－4（S－337）

　　　　　　※1987－1988in　micro6che：AMS－L24（bt）；

　　　　　　1988also　in　micro丘lm　AMF－2（bt1988）

［0003】

書名　　Statistical　yearbook　of　Bhutan．一［Micro丘che

　　　　　　ed．］

巻次等1987（1987）一

出版　Washington，　D．C．：Congressional　Infbrmation
　　　　　　Service，［199－］

形態　micro6ches：ill．；11　x　15　cm

注記　Reprint．　Originally　published：Thimphu，

　　　　　　Bhutan：Central　Statistical　O冊ce，　Planning

　　　　　　Commission，　Royal　Government　of　Bhutan，

　　　　　　1987＿．－1987issue　called　also　sixth　series　in

　　　　　　preface．－Originally　continues：Statistical

　　　　　　handbook．－In　micro丘che　collection：Current

　　　　　　national　statistical　compendiumsド

　　　　　　，，Catalogue　No．101”on　title　page．

別書名Current　national　statistical　compendiums

編者　Bhutan．　Central　StatisticaユO伍ce

所蔵　VOL：1987－1988（1987－1988）AMS－L24（bt）

　　　　　　※1989in　micro6che：AMS－4（S－337）；1988

　　　　　　also　in　micro61m　AMF－2（bt1988）
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英領インド　　　　　　　　　　　　㌫慧ぽJ：監e瓢鑑興農霊慧霊ご㌃e

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Buchanan　MSS．　in　the　India　O伍ce　Ubrary，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　the　permission　of　the　Secretary　of　State

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　品・India　in　C・un・il”－0・igi刷t・P・・－N・・B－48

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－no．　B－56．

【0001］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　Bengaユ

書名　An　account　of　the　district　of　Bhagalpur　in　　　　　　Bucha皿an．Hamilton　series

　　　　　　1810－11／by　Francis　Buchanan　　　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？】　　　　　　　　　　編者　Buchanan，　Francis

形態　12micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　所蔵　AMS－11　5300024030
注記　Title　from　original　t．p．．一”India．　District

　　　　　　gazetteers．　Bengal．　Buchanan－Hamilton　　　　　【0004】

　　　　　　series”－Tbp　of　the丘ches．－Reproduction　in　　書名　An　account　of　the　districts　of　Bihar　and　Patna

　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Patna：　　　　　　　in　1811－1812／by　Francis　Buchanan

　　　　　　Published　on　behalf　of　the　Bihar＆Orissa　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　Research　Society　by　Rai　Bahadur　Radha　　　形態　　16　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　Krishna　Jalan，1939・一”Printed　f「om　the　　注記　Title　from　original　t．P．．一・India．　District

　　　　　　Buchanan　MSS・in　the　India　O冊ce　Ubrary，　　　　　gazetteers．　Bengal．　Buchanan－Hamilton

　　　　　　with　the　permission　of　the　Secretary　of　State　　　　　series，，一皿）p　of　the丘ches．－Reproduction　in

　　　　　　fbr　India　in　Council，LOriginal　t・P・・－No・B－1　　　　　micro6ches．　Originally　published：Patna：

　　　　　　－no・B－12・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bihar＆Orissa　Research　Society　by　Rai

別書名India　district　gazetteers　Bengal　　　　　　　　　　Bahadur　Radha　Krishna　Jalan，［1936？1．－

　　　　　　Buchanan－Hamilton　series　　　　　　　　　　　　　，，　Printed　from　the　Buchanan　MSS．　in　the

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　　India　OHice　Library，　with　the　permission　of

編者　Buchanan，　Fra皿cis　　　　　　　　　　　　　　　　the　Secretary　of　State　fbr　India　in

所蔵　AMS－11　5300023990　　　　　　　　　　　　　　　Council”－Original　t．p．．－No．　B－13－B－28．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　Benga1

［0002】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Buchanan－Hamilton　series

書名　An　account　of　the　district　of　Purnea　in　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　1809－10／by　Francis　Buchanan　　　　　　　編者　Buchanan，　Francis

出版　［Leiden？］：IDC，【19－？］　　　　　　　　　　所蔵　AMS．115300024006
形態　　12micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Title　fごom　originaユt．P．．一”India．　District　　　［0005］

　　　　　　gazetteers．　Bengaユ，　Buchanan－Hamilton　　　書名　An　account　of　the　Kurnool　district：based　on

　　　　　　series，，－Top　of　the　6ches．－Reproduction　in　　　　　　an　analysis　of　statistical　infbrmation　relating

　　　　　　micro6ches．　Originally　published：Patna：　　　　　　　thereto，　and　on　personal　observation／

　　　　　　Bihar　and　Orissa　Research　Society，1928．－　　　　　　　prepared　under　the　orders

　　　　　　”Edited丘om　the　Buchanan　MSS．　in　the　India　　　　government．一［Microfbrm　ed．］

　　　　　　OHice　ribraエy，　with　the　permission　of　the　　　出版　［Leiden？】：IDC，［19－？l

　　　　　　Secretary　of　State　fbr　India　in　Council，　by　　形態　　11　micor丘ches；9x13　cm

　　　　　　V・H・Jackson”－Original　t・P・・－No・B－36一　　注記　Title丘om　original　t．P．．－With　note　by　C．

　　　　　　B－47・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Benson，　assistan　director，　Department　of　Land

別書名India　district　gazetteers　Bengal　　　　　　　　　　　Records　and　Agriculture，　Madras．－

　　　　　　Buchanan－Hamilton　series　　　　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originaユly

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　published：Madras：Superintendent，

編者　Buchanan，　Francis　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Press，1889．一”（1150）no．

所蔵　AMS－11　5300024022　　　　　　　　　　　　　　　188－198”．

【…3】　　．　　　麗名蒜£；監e㌶隠．D。pt。fL－d
酩 蒜゜ラnl＝ls謡霊ahabad’n　I蒜ぎdAg・i・u’tu・e

出版　　［Leiden？］：IDC・［19－？］　　　　　　　　　　　所蔵　AMS．115300026142

形態　　9micro6ches；11　x　15　cm

注記　Title　ffom　originaユt．p．．一”India．　District　　　｛0006】

　　　　　　gazetteers．　Bengaユ．　Buchanan－Hamilton　　　書名　Allygurh　statistics：being　a　report　on　the

　　　　　　series，LTbp　of　the　fiches．－Reproduction　in　　　　　　generaユadministration　of　that　district，　fbrm

　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Patna：　　　　　　　A．D．1803　to　the　present　time／by　J．R．

　　　　　　Published　on　behalf　of　the　Bihaエ＆Orissa　　　　　　　　Hutchinson
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出版　Leiden，　Netherlands：IDC，［19－】　　　　　　編者　Allen，　Basil　Copleston，1870－1935

形態　7microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　所蔵　v．1：AMS．115300020012

注記　Title丘om　original　t．P．．一’India．　District　　　　　　v．2：AMS．115300020020

　　　　　　Gazetteers．　North－Western　Provinces．　　　　　　　v．3：AMS－115300020038

　　　　　　North－W．　Prov．　memoirs，　stat．　reports，　etc．　　　　v．4：AMS－115300020046

　　　　　　Aligarh（statistics）．　HS　826，1601，LTbp　of　the　　　　v．5：AMS－11　5300020053

　　　　　　丘che．一，，　Statistical　report　of　the　distric　of　　　　　　v．6：AMS－11　5300020061

　　　　　　Allygurh，’－Original　caption．一”With　maps　　　　　v．7：AMS－115300020079

　　　　　　and　appendices””Published　by　　　　　　　　　　　v．8：AMS－11　5300020087

　　　　　　Authority，，－Original　t．P．．一”Report　upon　the　　　　v．9：AMS－11　5300020095

　　　　　　settlement　of　Pergunnah　Moorsan　Zillah　　　　　　　v．10：AMS－11　5300020103

　　　　　　Allygurh／by　John　Thornton”－P．235－277．－　　　　　v．11：AMS－11　5300020111

　　　　　　Reproduction　in　micro6ches．　Origina皿y

　　　　　　published：Roorkee：Printed　at　the　Thomason　【0009】

　　　　　　College　Press，1856・－No・B－264－B－270・　　書名　Baluchistan　district　gazetteer

内容　Report　upon　the　settlement　of　Pergunnah　　　　　　series．－IMicro丘che　ed．］

別書名㍑1隠ぽ躍濃∠毘認1＝：t　出版［L・id・n？1・IDC，［・9－？］

　　　　　　P，。vince，．　N。，th－W．　P，。v．　m。m。irs，、t。t．　形態91丘・h・・；9x13・m

　　　　　　reports，　etc．　Aligarh（statistics）　　　　　　　注記　Title　from　original　t・P・・一”India・District　and

　　　　　　Statistical　report　of　the　distric　of　Allygurh　　　　　　　provincial　gazetteers．　Baluchistan．

　　　　　　India　district　and　provincial　gazetteers　　　　　　　　　　（1601），，－Top　of　the　fiches・－Reproduction　in

編者　Hutchinson，　J．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　micro6ches・Originally　published：［S・1・］：｛s・n・］・

　　　　　　Thornton，　John　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1906－1907・－No・98－no・188・

所蔵　AMS－11A　5300006029　　　　　　　　　　　内容　v．1．　Zhob　district／［C．F．　Minchin］．－v．2．

　　　　　　AMS－11　5300024311　　　　　　　　　　　　　　　　Loralai　district／［C．F．　Minchinl．－v．3．　Sibi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　district／compiled　by　A．　McConaghey；

10007】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　assisted　by　Rai　Sahib　Diwan　Jamiat　Rai．－v．

書名　The　Andaman　and　Nicobar　Islands：local　　　　　4．　Bolan　Pass　and　Nushki　Railway　district／

　　　　　　gazetteer・一［Microfiche　ed・］　　　　　　　　　　　　　　by　R．　Hughes－Buller；assisted　by　Rai　Sahib

出版　匹eiden？］：IDC，119－？】　　　　　　　　　　　　　Diwan　Jamiat　Rai．－Chagai　district／［A．

形態　3micro丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　McConaghey］．－v．5．　Quetta－Pishin　district／

注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District　and　　　　by　R・Hughes－Buller；assisted　by　Rai　Sahib

　　　　　　provincial　gazetteers，，－Tbp　of　the　fiches．－　　　　　　　Diwan　Jamiat　Raiドv．6．　Sarawan，　K　achhi

　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　and　Jhalawan／［C．F．　Minchinl．－v．7．

　　　　　　published：Calcutta：Govt．　Print．，1908．－　　　　　Makran　and　Kharan／［R．　Hughes－Buller，　C・F・

　　　　　　No．　B－542－B－544．　　　　　　　　　　　　　　　　　Minchin］．－v．8．　Las　Bela／［C．F．　Minchinl．一

別書名India　district　and　provincial　gazetteers　　　　　　　v．9．　Index　to　volumes　I　to　VIII．

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　別書名India　district　and　provincial　gazetteers

所蔵　AMS－11　5300024543　　　　　　　　　　　　　　　Baluchista皿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

【°°°8】　．．　　　　　　縮Min。hin，　C．　F．

注記　Title伽m　original　t・P・・一”India・District　and　　　　v．3：AMS．115300020145

　　　　　　P・・vin・ial　gazetteers・Assam（1601）”一恥・f　　v．4、　AMS．115300020152

　　　　　　th・丘・h…－R・p・・du・ti・n　in　mi…丘・h…　　　v．5，　AMS．115300020160

　　　　　　0・iginally　publi・h・d・［S・1・1・［・・n・1，1905－1928・－　　v．6，　AMS．115300020178

　　　　　　No．1－no．97．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v．7：AMS－11　5300020186

内容　v・1・Cachar・－v・2・Sylhet・－v・3・　　　　　　　　v．8：AMS－115300020194

　　　　　　Goalpaエa・－v・4・Kamrup・－v・5・Darrang・－　　　　v．9：AMS．11　5300020202

　　　　　　v．6．Nowgong．－v．7．　Sibsagaエ．－v．8．

　　　　　　㌶⊇撒騨罐uL器゜】B。ng。ldi、t，i。tgazett㏄，鼠一［Mi。，。丘，hee引

別書名India　district　a皿d　provincial　gazetteers　Assam　出版　【Leiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　形態　447　micro6ches；9x13　cm
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注記　Title　from　original　t．p．．一”India．　District　and　　　　Dinajpur：AMS－11

　　　　　　provincial　gazetteers．　Bengal”－Tbp　of　the　　　　　　Falidpur：AMS－11　5300020400

　　　　　　6ches．ゴ，　India．　District　gazetteers．　Eastern　　　　　Gaya：AMS－11　5300020418

　　　　　　Bengal　and　Assam，L工bp　of　the　fiches．－　　　　　　　Hazaribagh：AMS－11　5300020426

　　　　　　，，India．　District　gazetteers．　Bihaエ．　Bihar　　　　　　　Hill　Tippera：AMS－11　5300020434

　　　　　　district　gazetteers，’－Tbp　of　the丘ches．－　　　　　　　Hooghly：AMS－11　5300020442

　　　　　　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　　　　Howrah：AMS－11　5300020459

　　　　　　published：1905－1947．－No．189－589，　　　　　　　　　Jaユpaiguri：AMS－11　5300020467

　　　　　　3773－3780，A－170－A－171，　A－198－A－219，　B－63　　　　Jessore：AMS－11　5300020475

　　　　　　－B－66，B－139－B－144．　　　　　　　　　　　　　　　Khulna：AMS－11　5300020483

別書名India　district　a皿d　provincial　gazetteers　Bengal　　　　Malda：AMS－115300020491

　　　　　　110134642　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manbhum：AMS－11　5300020509

　　　　　　1ndi・di・t・i・t　gazetteers　E翻t。m　B。ngal・nd　　Midnap・・e・AMS－115300020517

　　　　　　Assam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Monghyr：AMS－11　5300020525
　　　　　　1ndi。　di、t，i。t　gazetteers　Biha，　Bih。，　di，t，i，t　　Murshid・bad・AMS－115300020533

　　　　　　9。、etteers　　　　　　　　　　Mu・a旺・・pu・・AMS－115300020541
　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　Mymensingh：AMS－11　5300020558

　　　　　　E品t。m　B・ngal　di、t，i。t　g。、etteers　　　　　Nadia・AMS－115300020566

　　　　　　Biha・and　O・i部a　di，t・i。t　gazetteers　　　　N・akhali・AMS－115300020574

　　　　　　E品t。m　B。ngal　and　Assam　di，t，i。t　gazetteers　　恥ud・t・・y　St・t…fO・issa・AMS－11

　　　　　　Central　Provinces　District　Gazetteers　　　　　　　　　　5300020582

　　　　　　Bihar　and　Orissa　District　Gazetteers　　　　　　　　　Orissa　Tributary　States：AMS－11　5300020590

　　　　　　Angul［B・・』・gung・，　B・1品・・e，　B・nku・a，　　　P・bna・AMS－115300020608

　　　　　　Bh。g。lpu，，　Bi・bhum，　B。郎。，　Bu，dwan，　　　Palamau・AMS－115300020616

　　　　　　C・1・utta，　Ch。mp。・an，　Chittag。ng，　Chitt。g。ng　　Patna・AMS－115300020624

　　　　　　Hill丑a。t，，　Cutta，k，　Dacca　Di，t，i，t，　　　　Pu・i・AMS－115300020632

　　　　　　Darbhanga，　Da司eeling，　Dinajpur，　Faridpur，　　　　　Pumea：AMS－115300020640

　　　　　　G可・，Ha…ib・gh，　H・・ghly，　H。w・ah，　　　　Raj・hahi・AMS－115300020657
　　　　　　J砿P。igu・i，　J。銘。・e，　Khuln。，　Mald。，　Manbhum，　　R・n・hi・AMS－115300020665

　　　　　　Midnap・・e，　M・nghy・，　Murshidabad，　　　　R・ngPu・・AMS－115300020780
　　　　　　Muza亀rpur，　Mymensingh，　Nadia，　Noakhali，　　　　　Sambalpur：AMS－11　5300020848

　　　　　　Pabna，　Palamau，　Patna，　Puri，　Pumea，　　　　　　　SantaユParganas：AMS－11　5300020855

　　　　　　Rajshahi，　Ranchi，RangPur，　Sambalpur，　　　　　　　Saran：AMS－11　5300020863

　　　　　　S・nth訓P。・gana、，　Sa，an，　Sh。hab。d，　Si泳im，　　Sh・habad・AMS－115300020871

　　　　　　Singhbhum，　TipP・・a，24P・・gan品］di・t・i・t　　　Sikkim・AMS－115300020889

　　　　　　gazetteer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Singhbhum，　Saraikela　and　Kharsawan：

　　　　　　Ch・t・Na㏄u・宜ibuta・y　St・t・・［C…hBih㎝　　AMS－115300020897
　　　　　　St・t・，0・issa丑ibut飢y　St・t・・］G・・ettee・　　　TipP・・a・AMS－115300020905

所蔵An即1・A－・・53…2・2・・　　　蒜認：認罐㌶認＝11
　　　　　　BakargarU：AMS－11　5300020228　　　　　　　　　　5300023586

　　　　　　Burdwan：AMS－11　5300020285　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dacca，1912：AMS－11　5300023719

　　　　　　ε裟麟㌫・f3瓢＝・・　　跳麟㌃ii、難S；！｝＝撒

　　　　　　Ch｝ttag・ng・竺MS－11530002031g　　　　N。akh。1i，1911、　AMS．115300023701

　　　　　　鎌灘鷺鷲三㎜　羅欝獣撒欝

　　　　　　Cuttack：AMS－11　5300020350

　　　　　　Dacca：AMS－11　5300020368　　　　　　　　　［0011】

　　　　　　Darbhanga：AMS－115300020376　　　　　　書名　Bhopal　State　gazetteer／compiled　by　C．E．

　　　　　　Darjeeling：AMS－11　5300020384　　　　　　　　　　Luard；assisted　by　Munshi
　　　　　　Da司eeling，1947：AMS－11　5300023404　　　　　　　Kudrat．－IMicrofiche　ed．］

　　　　　　D詞eeling，1947：AMS－115300024154　　　出版　匹eiden？】：IDC，［19－？］
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形態　6丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　　　Karenni　States：AMS－11　5300021325
叢書　The　Central　India　State　gazetteer　series　　　　　　　Katha　District：AMS－11　5300021333

注記　Title　from　original　t．P．．一・，　India．　District　and　　　　Kyaukpyu　District：AMS－115300021341

　　　　　　P，。vin。ial　gazettee，s．　C．　Indi。．　S．　　　　Ky・u』・Di・t・i・t・AMS－115300021358

　　　　　　Bh。P。1・一コbp。f　th。6。h。，．－R・p・・du・ti・n　in　　Magw・Di・t・i・t・AMS－115300021366

　　　　　　mi。，。6。h。，．0，i蜘ally　publi・h・d・ω・utt・・　　M・nd・1・y　Di・t・i・t・AMS－115300021374

　　　　　　Sup。，int。nd。nt　G。vt．　P，int．，1908．－N・．　　Maubin　Di・t・i・t・AMS－115300021382

　　　　　　1715．no，1720．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meiktila　District：AMS－11　5300021390

別書名Indi。　di，t，i，t　and　p，。vin，i。19。、etteers　C．　　M？・gui　pi・t；i・t・AMS－115300021408

　　　　　　5：＝認t濡1田1　灘籔≧蹴！1：：iiiiil；124

【0012】　　　　　　　　　　　Myitkyin・pi・｝・i・t・AMS－115300021440
書名 灘聯＝；t㌶；蒜1、h、　麟溜＝＝3T：＝65
　　　　　　Abid　Hu・ai　［Mi…丘・he　e司　　　　臨；蒜ltご㌫、5澱蒜撚1

出版［L・id・n？］・IDC・［1与？］　　　　　　Pyap。n　Di，t，i，t、　AMS．・・53…2・499

形態2丘・h巴；9x13・m　　　　　　　City。f　Rang。。n、　AMS－115300021507
叢書Th・C・nt・al　lndi・St・t・gazetteer　se・i・・　　　Ruby　Min・・Di・t・i・t・AMS－115300021515

注記　Title　fごom　original　t・P・・一”India・District　　　　　　Sagaing　District：AMS－11　5300021523

　　　　　　gazetteers．　Central　India．　Luard　u皿umbered　　　　　Salween　District：AMS．11　5300021531

　　　　　　series，LTbp　of　the丘ches・－Reproduction　in　　　　　Sandoway　District：AMS－11　5300021549

　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Lucknow：　　　　　Northern　Shan　States：AMS．11　5300021556

　　　　　　Newul　Kishore，1907．－No．　B－73－no・B－74・　　　　Southern　Shan　States：AMS．11　5300021564

別書名India　district　gazetteers　Central　India　Luard　　　　　Shwebo　District：AMS－115300021572

　　　　　　unnumbered　series　　　　　　　　　　　　　　　　　Syriam　District：AMS－11　5300021580

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　Tavoy　District：AMS－11　5300021598

編者　Luard，　C．　E．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tharrawaddy　District：AMS－115300021606

所蔵　AMS．11　530002408g　　　　　　　　　　　　　　　Thaton　District：AMS－115300021614
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Thayetmyo　District：AMS－11　5300021622

［0013】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tbungoo　District：AMS－11　5300021630

書名　Burma　gazetteer．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　Yamethin　District：AMS－115300021648

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　Chin　Hills，1925［no・42］：AMS－11

欝雛ii灘㌧議鮮副　1欝：雛蕊念1∵

　　　　　　鑑鵠耀瓢ln三u・m・，　㌶麟ll丑a・tら・925［nα4・］・AM＆・1

　　　　　　器934－Nα1°31－n°’1239，n°’A172’　N・・th・m　Sh・n　St・t・・，・925［n・・4・］・AM＆・・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5300023610

別書名 麗濃＝瓢盟gazettee「sBu「ma　㌶；霊anSt・t・・，・925［nぴ42｜・AM＆11

所蔵　Akyab　District：AMS－115300021218
　　　　　　Amherst　Di・t・i・t・AMS－115300021226　［0014］

　　　　　　Northern　Arakan　District：AMS－11　　　　　書名　Central　Provinces　and　Berar　district

　　　　　　5300021234　　　　　　　　　9・・etteers．一［Mi…6・he　ed．1
　　　　　　蒜i㍑罐：ξ霊ll＝：鑑2　出版［L・id・n？1・IDC，1鯛

　　　　　　Chin　Hills：AMS．11　5300021267　　　　　　　形態　　86ches；9x13　cm

　　　　　　Lower　Childwin　District：AMS．11　　　　　　注記　Title　from　original　t・P・・一”India・District

　　　　　　5300021275　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　gazetteers．　Central　Provinces　and　Berar，，－Top

　　　　　　UpP。・Chindwin　Di・t・i・t・AMS－11　　　　・f　th・6・h…－R・p・・du・ti・n　in　mi…丘・h…

　　　　　　5300021283　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginally　published：1910・－No・A－190－

　　　　　　Hanthawaddy（Syriam）District：AMS－11　　　　　　A－197・

　　　　　　5300021291　　　　　　　　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　Central　Provinces　and

　　　　　　Henzada　District：AMS－11　5300021309　　　　　　　Berar
　　　　　　Insein　District：AMS－11　5300021317　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India
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所蔵　Akola：AMS－11　　　　　　　　　　　　　　書名　The　Cochin　state　manual／by　C．　Achyuta
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Menon．寸Micro丘che　ed．］

10015］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］

書名　Central　Provinces　district　　　　　　　　　形態　8microfiches；9x13　cm
　　　　　　gazetteers・一［Micro丘che　ed・］　　　　　　　　　注記　Title　from　original　t．P．．一・India．　District

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？l　　　　　　　　　　　　　gazetteers．　Madras．　Madras　manuals”－Top　of

形態　　丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　fiches・－Reproduction　in　micro6ches．

注記　Title　from　original　t．P．．一・India．　District　and　　　　Originally　published：Ernakulam：Cochin

　　　　　　provincial　gazetteers．　C．　Provinces・L1］op　of　　　　　　　Govt・Press，1911・－No・B－182－B－189・

　　　　　　the丘ches．－Reproduction　in　micro6ches．　　別書名India　district　gazetteers　Madras　Madras

　　　　　　Originally　published：1907－1911．－No．1240－　　　　　manuals

　　　　　　no．1672．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

別書名India　district　and　provincial　gazetteers　C．　　編者　Achyuta　Menon・C・

　　　　　　［Centraユ】provinces　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－11　5300024246

所蔵：㌶㌶＝d認…21655寳署81Adesc，iptiV。andhi，t。，i，alacc。unt。fthe

　　　　　　難難撒3こ盟　＝濃櫟蕊瓢　
　　　　　　Bhandaエa　Disirict：AMS－115300021697　　出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　：i蒜：麗：瀧：｝婿；88＝欝＝罐≧二竺・Adesc，iptiveand

　　　　　　Chanda　District：AMS．11　5300021721　　　　　　　historical　account　of　the　Godavirピ’一丑）p　of

　　　　　　Chh・tti・ga・h恥ud。t。，y　Stat。、、　AMS．11　　　th・6・h…－R・p・・du・ti・n　in　mi…6・h…

　　　　　　5300021739　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginally　published：London：Trubner，1878・

　　　　　　Chhindwara　District：AMS．11　5300021747　　　　　－（1150）no・72－78・

　　　　　　Damoh　District：AMS．115300021754　　　　別書名Adescriptive　and　historical　account　of　the

　　　　　　Drug　District：AMS．11　5300021762　　　　　　　　　Godaviry

　　　　　　Hoshangabad　District：AMS．11　5300021770　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　Jubbulpore　District：AMS．115300021788　　編者　Morris，　Henry，　d・1912

　　　　　　Mandla　District：AMS－11　5300021796　　　　所蔵　AMS－115300026035

　　　　　　憲撫議：螺：竃・8・2盟gl　D＿t酬＿＿Uni＿。vi一㏄㎡

　　　　　　R。ipu，　Di，t，i。t、　AMS．115300021838　　　Ag・a　and　Oudh・一［Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　Saugor　District：AMS．115300021846　　　　出版　Leiden：IDC，［19－］

　　　　　　Seoni　District：AMS．11　5300021853　　　　　形態　688　micro丘ches；gX12　cm

　　　　　　Wardha　District：AMS．115300021861　　　注記　Title仕om　original　t．P．．一”India．　District　and

　　　　　　Yeotmal　District：AMS．11　5300021879　　　　　　　provincial　gazetteers・U・Provinces・［district］，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1601），，－Tbp　of　the丘che．－Originally　vols．7，

［0016】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11，21－22，24－25，27，33edited　by　D．L

書名　The　Chingleput，　Late　Madras，　District：a　　　　Drake－Broc㎞an；Wls・1，35，36　edited　by

　　　　　　manual／compiled　under　the　order　of　the　　　　　　H・G・Walton；Vbls・9－10，12　edited　by　E・R・

　　　　　　Madras　government，　by　Charles　Stewart　Crole，　　　　Neave・－Reproduction　in　micro丘ches・

　　　　　　・fth・M・d・品・ivil・e・vice．一［Mi…6・he　ed．］　　0・iginally　publi・h・d・All・h・b・d・P・int・d　by

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　…，　Supdt・・Gov｝・Press，　Uniled　Provinces・

忽芸畿ぽ㌶utd拍征玩、㌶蕊織翼鱗i：5㎞
　　　　　　m口u・1”一恥P・｛｝h・丘・h…二R・p・・du・ti・n　in　　1921，　v．47　in　1920．－N。．3085．n。．3772．

　　　　　　m1S「o丘ches・Orlglnally　publlshed：Madras：　　別書名India．　District　and　provincial　gazetteers．　U．

　　　　　　f：鵠ぽごceAsylumP「e叫1879　蹴劉P蹴こrsinIndia

別書名Chingleput　district　manual　　　　　　　　　　　　Supplementary　notes　and　statistics　to　Vblume

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　　　　．．．　of　the　District　gazett㏄rs　of　the　United

編者　Crole，　Charles　Stewart　　　　　　　　　　　　　　Provinces　of　Agra　and　Oudh

所蔵　AMS－115300025995　　　　　　　　　　　　　・　District　gazetteers　of　the　United　Provinces　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Agra　and　Oudh：supplementary　notes　and

lOO17】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　statistics
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　　　　District　gazetteers　of　the　United　Provinces　of　　　　　Ghazipur：AMS－11A　5300004354

　　　　Agra　and　Oudh：supplementary　notes　and　　　　　　Gonda：AMS－11　5300023156
　　　　statistics　up　to　1931－32　to．．．　　　　　　　　　　　　Gonda：AMS－11A　5300004362

　　　　District　gazetteer　of　the　Rampur　State　　　　　　　　Gorakhpur：AMS－11A　5300004370

　　　　Supplementary　notes　and　statistics　to　the　　　　　　Gorakhpur：AMS－11　5300023164

　　　　Rampur　State　gazetteer　　　　　　　　　　　　　　　H㎜irpur：AMS－11　5300023172

編者　united　Provinces　of　Agra　and　oudh（India）　　　　　Hamirpur：AMs－11A　5300004388

　　　　N。vill，　H．　R．（H。n，y　Riv・・s），1876－・93g　　　H・・d・｝・AMS－115300023180

　　　　鰺激・・kman・D・L（DigbyL’v’ng・t・n・）・　麟霊｝｝A5＝辮6

　　　　認麟r・　　　欝1鷲竃曇，
所蔵　Agra：AMS－11　530002291g　　　　　　　　　　　　Jhansi：AMS．11　5300023214
　　　　　Agra：AMS－11A　5300004057　　　　　　　　　　　　Jhansi：AMS－11A　5300004420

　　　　　Aligarh：AMS－11　5300022927　　　　　　　　　　　Kheri：AMS．11　5300023222

　　　　　Aligarh：AMS－11A　530000409g　　　　　　　　　　　Kheri：AMS．11A　5300004438

　　　　　Allahabad：AMS－115300022935　　　　　　　　　Luc㎞ow：AMS．115300023230
　　　　　Allahabad：AMS－11A　530000414g　　　　　　　　Luc㎞ow：AMS．11A　5300004446
　　　　　Almora：AMS－11　5300022943　　　　　　　　　　　Mainpuri：AMS－11　5300023248

　　　　　Almora：AMS－11A　5300004156　　　　　　　　　　　Mainpuri：AMS－11A　5300004453

　　　　　Azamgarh：AMS－11　5300022950　　　　　　　　　　Meerut：AMS．11　5300023255
　　　　　Azamgarh：AMS－11A　5300004164　　　　　　　　　　Meerut：AMS．11A　5300004461

　　　　　Bahraich：AMS－11　5300022968　　　　　　　　　　　Mirzapur：AMS－11　5300023263

　　　　　Bahraich：AMS－11A　5300004172　　　　　　　　　　Mirzapur：AMS－11A　5300004479

　　　　　Ballia：AMS－11　5300022976　　　　　　　　　　　　Moradabad：AMS－11　5300023271

　　　　　Ballia：AMS－11A　5300004180　　　　　　　　　　　Moradabad：AMS．11A　5300004487
　　　　　Banda：AMS－11　5300022984　　　　　　　　　　　　Muttra：AMS．11　5300023289

　　　　　Banda：AMS－11A　5300004198　　　　　　　　　　　Muttra：AMS．11A　5300004495
　　　　　Bara　Banki：AMS－11　5300022992　　　　　　　　　　Muza狂arnagar：AMS－11　5300023297

　　　　　Bara　Banki：AMS－11A　5300004206　　　　　　　　　Muza狂amagar：AMS－11A　5300004503

　　　　　Bareilly：AMS－11　5300023008　　　　　　　　　　　Naini　Tal：AMS．11　5300023305

　　　　　Bareilly：AMS－11A　5300004214　　　　　　　　　　Naini　Tal：AMS－11A　5300004511

　　　　　Basti：AMS－11　5300023016　　　　　　　　　　　　Partabgarh：AMS－11　5300023313
　　　　　Basti：AMS－11A　5300004222　　　　　　　　　　　Partabgaエh：AMS－11A　5300004529

　　　　　Benares：AMS－11　5300023024　　　　　　　　　　　Pilibhit：AMS．11　5300023321

　　　　　Benares：AMS－11A　5300004230　　　　　　　　　　Pilibhit：AMS－11A　5300004537

　　　　　BUnor：AMS－11　5300023032　　　　　　　　　　　　Rai　Baエeli：AMS．11　5300023339

　　　　　Bijnor：AMS－11A　5300004248　　　　　　　　　　　Rai　Bareli：AMS．11A　5300004545

　　　　　Budaun・AMS－115300023040　　　　　R。mpu・St・t・・AMS－115300023347
　　　　　Budaun・AMS－11A　5300004255　　　　　R。mpu・St・t・・AMS－11A　5300004123
　　　　　Bulandshahr：AMS－11　5300023057　　　　　　　　　Saharanpur：AMS－11　5300023354

　　　　　Bulandshahr：AMS－11A　5300004263　　　　　　　　Saharanpur：AMS－11A　5300004560

　　　　　C・wnp・・e・AMS－115300023065　　　　　S剛・hanpu・・AMS－115300023362
　　　　　C・wnp・・e・AMS－11A　5300004271　　　　Shahjahanpu・・AMS－11A　5300004552
　　　　　D・h・aDun・AMS－115300023073　　　　Sitapu，、　AMS－115300023370
　　　　　D・h・aDun・AMS－11A　530000428g　　　　Sit。pu，、　AMS－11A　5300004578
　　　　　Etah：AMS－11　5300023081　　　　　　　　　　　　　Sultanpur：AMS－11　5300023388

　　　　　Etah：AMS－11A　5300004297　　　　　　　　　　　　Sultanpur：AMS－11A　5300004586

　　　　　Etawah：AMS－11　530002309g　　　　　　　　　　　Unao：AMS－11　5300023396
　　　　　Etawah：AMS－11A　5300004305　　　　　　　　　　　Unao：AMS．11A　5300004594
　　　　　Farrukhabad：AMS－11　5300023107

　　　　　Farrukhabad・AMS－11A　5300004313　　100201
　　　　　Fatehpur：AMS－115300023115　　　　　　書名　District　statistical　accounts，　Broach

　　　　　麗㍑：＝1～A531；8；ll；121　出版［L・id・n？1・IDc・［19－？］

　　　　　Fyzabad：AMS－11A　5300004339　　　　　　形態　6micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　Garhwa1：AMS－11　5300023131　　　　　　　注記　Title　ffom　original　t．p．．一”India．　District

　　　　　Garhwal：AMS－11A　5300004347　　　　　　　　　gazett㏄rs．　Bombay　Watson　series，LTop　of

　　　　　Ghazipur：AMS－11　5300023149　　　　　　　　　　the　6ches．一”Bombay　gazetteer，，－Original
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　　　　　　t．p．．－Reproduction　in　micro6ches．　Originally出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　published：Bombay：Govt．　Central　Press，　　形態　　1　micro6che；9x13　cm

　　　　　　1875．一”Rough　dra庇”－Ori｛蛸naユt・P・・－No・　　注記　”India．　District　gazetteers．　North－Western

　　　　　　B－67－B－72．　　　　　　　　　　　　　　　　　Provinces．　N．－W．　Prov．　memoirs，　stat．

別書名India　district　gazetteers　Bombay　Watson　series　　　　reports，　etc．”－Tbp　of　the丘ches．－

　　　　　　Bombay　gazetteer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　　　　published：［1877？］．－No．　B－134．

所蔵　AMS．115300024071　　　　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　North－Western
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Provinces　N．－W．　Prov．　memoirs，　stat．　reports，

［00211　　　　　　　　　　　　　　　　etc．
書名　Do司e－Ling　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－115300024139

形態3mi…6・h田；11　x　15・m　　　　【・・25】
注記　Title　f加m　original　t・P・・一”India・District　　書名　Gazetteer　fbr　the　Haidarabad　assigned

　　　　　　ga・etteers・B・ng・1・B・ng・l　　　　　　di，t，i，t，，。。mm。nly，all・d　B・・a・・1870／

　　　　　　miscellan・・u・’L品P・f　th・6・h・・：－　　　　Edit・d　by　A．C．　Ly・ll．一［Mi…丘・he　ed．］

　　　　　　Rep［oduction　in　micro6ches・O「lginally　　　出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　P虹llshed：Calcutta：G・H・Huttmann・Bengal形態　6micro6ches；9x13　cm
　　　　　　M・1・taW　O「phan　P「ess，1838・－N°・B－57一注記Titl曲。m。，ゆal　t．P．．一・Indi。．　Di、t，i。t

　　　　　　n°・B－59・　　　　　　　　　9。、etteers．　Mi，cell。n。。u，　g。、etteers・一恥P・f
別書名India　district　gazetteers　Bengal　Bengal　　　　　　　the丘ches．＿Reproduction　in　micro6ches．

　　　　　　miscellan・・u・　．　　　　　　　0・iginally　publi・h・d・B・mb・y・Edu・ati・n
　　　　　　　Di・t・i・t・gazetteers・n　India　　　　　　S。，i。ty，、　P，ess，1870．－N・．　B－343－B－348．

所蔵　AMS－11　5300024048　　　　　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　miscellaneous

［・・22］　　　　　　　　竃隠azetteers　in　India
書名　Easte讐States（Bundelkhang　gazett㏄r／　　編者　Lyall，　A．　C．
　　　　　　　complled　by　C・E・Luaエd・一［Mlcro丘che　ed・］　　　所蔵　AMS．115300024402

出版　匹eiden？】：IDC，【19－？］

形態　　166ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　［0026】

叢書　The　Central　India　State　gazetteer　series　　　書名　Gazetteer　of　Ajmer－Merwara，　in　Rajputana／

注記Titl。丘。m。，iginal　t．P．．一・Indi。．　Di、t，i。t皿d　　・・mpil・d　by　J・D・L・恥u・h・一［Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　　provincial　gazetteers．　C．　India．　S．　E．　　　　出版　匹eiden？1：IDC，［19－？］

　　　　　　　States・－Tbp　of　the　6ches．－Reproduction　in　形態　2micro丘ches；9x13　cm

　　　　　　　micro6ches．　Originally　published：Lucknow：　注記　Title　f「om　original　t・P・・一”India・District

　　　　　　　Newul　Kishore，1907．－No．1751－no．1766．　　　　　　gazetteers・Rajputana・Rajputana

別書名India　district　and　provincial　gazett㏄rs　C．　　　　　　miscellaneous”－Tbp　of　the　6ches・一

　　　　　　　［C・nt・ψdia　S．［Stat・］E．【E品t・m］Stat・・　　R・p・・du・ti・n　in　mi…丘・h…0・i亘nally

　　　　　　　Di，t，i。t、　gazetteers　in　India　　　　　　publi・h・d・Cal・utt・・0冊・r・f　th・

所蔵　AMS．11　5300021937　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent　of　Govt・Prlnt・，1875・－No・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　B－436－B－437．

【0023】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana

書名　The　Ganjam　District　ma皿ual／by　T．J．　Maltby　　　　miscellaneous
　　　　　　　；。dit。d　by　G．D．　L・man．一［Mi…飴・m・d．］　　　Di・t・i・t・g・・etteers　in　Indi・

齢灘認㌶lm　　駝罐よ・；24428
注記　Title伽m　originaユt・P・・－Reproduction　in　　［00271

　　　　　　　micro丘ches・Originally　published：Madras：　　書名　The　gazett㏄r　of　Bombay　city　and

　　　　　　　W・H・Moore，　Lawrence　Asylum　Press，1882・－　　　island．一［Micro丘che　ed．l

　　　　　　　Includes　bibliographical　references・一”（1150）　出版　匹eiden？1：IDC，［19－？］

　　　　　　　no・64－71”・　　　　　　　　　　　　　　　　形態　20　micro丘ches；9x13　cm

別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　注記　Title　from　originaユt．P．．一”India．　District

編者　Maltby，　T．　J．（Thomas　James）　　　　　　　　　　　gazetteers．　Bombay．　Bombay

　　　　　　　Leman，　G．　D．（George　Downton）　　　　　　　　　　　miscellaneous，，－Top　of　the　6ches．一

所蔵　AMS－11　5300026027　　　　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro6ches．　Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Bombay：Times　Press，1909－1910．

［00241　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－，，Compiled　under　government　orders”．－No．

書名　The　Gaエhwal　district．一［Micro丘che　ed．］　　　　　　　B－162－B－181．
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別書名India　district　gazetteers　Bombay　Bombay　　　編者　Risley，　Herbert　Hope，　Sir，1851－1911

　　　　　　miscellaneous　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－115300023982
　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

所蔵　AMS－11　5300024238　　　　　　　　　　　【0031】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Agazetteer　of　the　Banswara　State，　with　a

［0028】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　chapter　on　the　bhils　and　some　statistical　tables

書名　Agazetteer　of　Eastern　Rajputana　comprising　　　　／compiled　by　KD．　Erskine．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　the　native　states　of　Bharatpur，　Dholpur・＆　　出版　ILeiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　Karauli／by　H・E・　．　　　　　　　　　　　形態　2micro丘ches；9x13　cm
　　　　　　D・竺ke－B…kman・楓c・・6・he　ed・］　　注記Titl。丘。m。，iginal　t．P．．一，Indi。．　Di，t，i，t

出版　［Lelden？1：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　gazetteers．　Rajputana．　Rajputana

形態　9micro6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　miscellaneous，・－Top　of　the　6ches．一

注記　Title　f「om　original　t・P・・一”India・District　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　gazetteers・Rajputana・Raj　putana　　　　　　　　　　published：Ajmer：Scottish　Mission　Industries

　　　　　　miscellaneous，LTbp　of　the丘ches・－　　　　　　　　　　Co．，1908．－No．　B－438－B－439．

　　　　　　Rep≡duction　in　micro丘ches・Originally　　　　別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana

　　　　　　publlshed：Ajmer：Scottish　Mission　Industries　　　　miscellaneous

　　　　　　　・［1一レN・・B－334－B－342・　　　　　Di、t，i，t，　g脇。tteers　in　Indi。

別書名 鞍罐1蕊putanaRajputan嬬＝；6・24436

編者　Drake－Brockman，　H．　E．　　　　　　　　　　【0032］

所蔵　AMS－115300024394　　　　　　　　　　　書名　Gazetteer　of　the　Bikaner　State　and　some

晋9】Agazettee，。fK品hmi，andth。a両acent　㌶こ！h：°認”edbyKD’

　　　　　　麟灘麗d糊認：：Ki，h。麟r灘認？爵三？；m

　　　　　　Ganga／compiled（fbr　political　and　military　注記　Title　f「om　original　t・P・・一”India・District

　　　　　　refbrence）by　Charles　Ellison　　　　　　　　　　　　　　　gazetteers・Raj　putana・Rajputana

　　　　　　Bat・・．一｛Mi…6・he　ed．］　　　　　　　miscellan・・u・”一恥P・f　th・丘・h…一

出版　匹eiden？1：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches・Originally

形態10mi。，。丘。h。，；9x13。m　　　　　　publi・h・d・A」m…S・・tti・h　Missi・n　Indu・t・i・・
注記　Title　from　original　t．P．．＿・India．　District　　　　　　Co・，1910・－No・B－443－B－446・

　　　　　　gazetteers．　Miscellaneous　gazetteers・・－Tbp　of　別書名In；ia　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana

　　　　　　th。丘，h。，．－R。p，。du，ti。n　in　mi。，。丘。h。，．　　　mlscell・n・・u・

　　　　　　0，iginally　publi，h。d、　C。1，utt。、G。vt．　P，int．　　Di・t・i・t・ga・etteers　in　Indi・

　　　　　　，1873．一・Central　Asia．　part　VII．－Section　1・．編者　Erskine，　K・D・

　　　　　　＿No．　B．532．B－541．　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－11　5300024451

別書名India　district　gazetteers　miscellaneous

編者

所蔵

gazetteers　　　　　　　　［0033］
Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　書名　Gazetteer　of　the　Bikanir　State／by　RW・

B。t。，，　Ch。，1。，　Elli，。n　　　　　　　p・wl・tt・一［Mi…丘・he　ed・］

AMS．115300024535　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？】：IDC，119－？］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　3micro丘ches；9x13　cm

【0030】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Title　from　original　t．P．．一・India．　District

書名　The　gazetteer　of　Sikhim／with　an　　　　　　　　　gazetteers．　Rajputana．　Rajputana

　　　　　　introduction　by　H．H．　Risley　　　　　　　　　　　　　　miscellaneous，，－Top　of　the丘ches．一

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

形態　　11micro6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　published：Calcutta：OHice　of　the
注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District　　　　　　Superintendent　of　Govt・Print・，1874・－No・

　　　　　　gazetteers．　Miscellaneous　gazetteers，LTbp　of　　　　　B－440－B－442・

　　　　　　the丘ches．－Reproduction　in　micro丘ches．　　　別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana

　　　　　　Originally　published：Calcutta：Printed　at　　　　　　miscellaneous

　　　　　　the　Bengal　Secretariat　Press，1894．－No．　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　A－515－no・A－525・　　　　　　　　　　　編者　Powlett，　P．　W．（Percy　William）

別書名India　district　gazetteers　miscellaneous　　　　所蔵　AMS．115300024444
　　　　　　gazetteers

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　lOO34】
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書名　Gazetteer　of　the　Bombay　　　　　　　　　　　　　v．27：AMS－11　5300021200
　　　　　　presidency－［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　　　　　TX）wn　and　Island：AMS－11　5300020970

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］

形態　　541fiches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　［0035］

注記　Title伽m　original　t．P．．」・India．　District　and　書名　Agazetteer　of　the　Dungarpur　Statρwith　a

　　　　　　P，。vin。i。l　ga、etteers．　B。mb。y，・一恥P。f　the　　chapt…nth・bhil・and・・m・・tatlsti・al　t・bl・・

　　　　　　6，h。，．－R。p，。du，ti。n　in　mi，，。丘，h。，．　　　／・・mpil・d　by　K・D・E・skin・・一［Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　Originally　published：Bombay：Govt．　Central出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　Press，1877－1927．－No．590－no．1030．　　　形態　2micro丘ches；9x13　cm

内容　v．1，pt．1．　Gujarat．－v．1，　pt．2．　Konkan　　注記　Title　from　original　t・P・・一”lndia・District

　　　　　　Dakhan　and　Southern　Maratha　Country－v．　　　　gazetteers・Rajputana・Rajputana
　　　　　　2．Guj　arat　ISurat，　Broach］．－v．3．　Kaira，　　　　　　　miscellaneous”－Top　of　the　fiches・－

　　　　　　Panch　Mahals．－v．4．　Ahmedabad．－v．5．　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originaユly

　　　　　　Cutch，　Palanpur，　and　Mahi　Kantha．－v．6．　　　　　published：Aj　mer：Scottish　Mission　Industries

　　　　　　Rewa　Kantha，　Narukot，　Cambay，　and　Surat　　　　　　Co・，1908・－No・B－447－448・

　　　　　　States．－v．7．　Baroda．－v．8．　Kathiawar．一　別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana

　　　　　　v．9．Guj　arat　population［Hindus，　Musalmans，　　　　miscellaneous

　　　　　　Paエsis］．－v．10．　Ratnagiri　and　Savantvadi．－　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　v・11・1〈olaba　and　Janjira・－v・12・Khandesh　編者　Erskine，　K，　D．

　　　　　　［Mehwas　Estates］・－v・13・Thana［Jawhar］・一　所蔵　AMS－11　5300024469

　　　　　　v．14．Thana，　pla£es　of　interest．－v．15．

　　　　　　Kanara・－v・16・Nasik［Surgana］・－v・17・　　　【0036】

　　　　　　AhmadnagaL－v・18・Poona［Bhor］・－v・19・　書名　Gazetteer　of　the　Hazara　district，1907／

　　　　　　Satara［Phaltan，　Aundh］・－v・20・Sholapur　　　　　　compiled　and　edited　by　H．D．

　　　　　　　［Akalkot】・－v・21・Belgaum・－v・22・Dharwar　　　Watson．一［Micro丘che　ed．1

　　　　　　　［Savanur］・－v・23・B功apur　IJath・DaHapur］・一　出版　［Leiden？］：IDC，｛19－？］

　　　　　　v・24・K・lh・pu・［S・uth・・n　M・h・at夕・J・ghirs］・形態6mi。，。丘，h。，；9x13。m

艦

　　　　　　　t・wn　and’sland・f　B・mb・y　　　　　　Windu、，1908．－N。．　B．252．B．257．

所蔵　v・1，pt・1：AMS－115300021002　　　　　　別書名India　district　gazetteers　North．West　Frontier

　　　　　　　v・1・pt・2：AM＆115300021101　　　　　　　　　　Province　North．West　Frontier　Province

　　　　　　　v・2：AMS－11　5300021028　　　　　　　　　　　　　A．series

　　　　　　　ilii§llii　iiiiiiiiii　所蔵＝9≠llInd’a

　　　　　　　㌫㌃1：｝｝1；：88；；欝　　馨署7】Aga、ettee，。fth。Jai、凪m。，st。t＿d，。me

　　　　　　　燃li、量i羅璽，　　㌶灘㌶i’・dby　

　　　　　　　v．11：AMS．115300021085　　　　　　　　出版　［Leiden？j：IDC，［19－？］

　　　　　　　v．12：AMS．11　5300021077　　　　　　　　　形態　　2　micro6ches；9x13　cm

　　　　　　　v．13：AMS．115300021176　　　　　　　　注記　Title　f士om　original　t．P・．一”India．　District

　　　　　　　v．14：AMS．11　5300021184　　　　　　　　　　　　gazetteers・Rajputana・Rajputana

　　　　　　　v．15：AMS－11　5300021051　　　　　　　　　　　　miscellaneous’LTbp　of　the　6ches．－

　　　　　　　v．16：AMS．11　530002111g　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches・Originally

　　　　　　　v．17：AMS．11　5300020921　　　　　　　　　　　　published：Aj　mer：Scottish　Mission　Industries

　　　　　　　v．18：AMS．11　5300021127　　　　　　　　　　　　Co・，1909・－No・B－449－B－450．

　　　　　　　v．19：AMS．115300021150　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana

　　　　　　　v．20：AMS－11　5300021168　　　　　　　　　　　　miscellaneous

　　　　　　　v．21：AMS．115300020954　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　　v．22：AMS－115300020996　　　　　　　　編者　Erskine，　K．　D．

　　　　　　　v．23：AMS－11　5300020962　　　　　　　　　所蔵　　AMS．11　5300024477

　　　　　　　v．24：AMS－11　5300021093

　　　　　　　v．25：AMS－11　5300021192　　　　　　　　　［0038］
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書名　Agazetteer　of　the　Jodhpur　State　and　some　　編者　Erskine，　K．　D．

　　　　　　statistical　tables／compiled　by　K．D．　　　　　所蔵　AMS－11　5300024493
　　　　　　Erskine．一［Micro丘che　ed．］

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　［0041】

形態　6micro丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　書名　Agazetteer　of　the　Udaipur　State　with　a

注記 麗＝蒜誌＝’・t・’・t　罐麟：＝麟＝瓢es
　　　　　　miscellaneous・－Tbp　of　the丘ches．一　　　　　出版　匹eiden？】：IDC，119－？l

　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　形態　5microfiches；9x13　cm

　　　　　　published：Ajmer：Scottish　Mission　Industries注記　Title　f士om　original　t．p．．一”lndia．　District

　　　　　　Co．，1909．－No．　B－451－B－456．　　　　　　　　　　　　gazetteers．　Raj　putana．　Raj　putana

別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana　　　　miscellaneous”－Top　of　the丘ches・－

　　　　　　miscellaneous　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　Published：Ajmer：Scottish　Mission　Industries

鷲＝K；；6。24485　　別書名蒜i濃＝。＝：蕊：naRajputana
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　miSCellaneOUS

［0039］　　　　　　　　　　　　Di・t・i・t・gazetteers　in　Indi・
書名　Gazetteer　of　the　Province　of　Sind．一［Micro丘che　編者　Erskine，　K・D・

　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－11　5300024501

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　publi、h。d、1907．1928．－N。．3023．n。．3062，形態4m・c・・丘・h・・；9x13・m　　　．

　　　　　　no．　A．481，no．　A．486．　　　　　　　　　　　注記　Title丘om　original　t・P・・一”India・Distrlct

ll名

　　　　　　　雛＝㌢＝㌔。＝76・別書名＝：篭a、etteersR。jput。naR。jput－

　　　　　　　Larkana　District：AMS－11　5300022786　　　　　　　miscellaneous

　　　　　　　Naw。b，h。h　Di，t，i，t、　AMS．115300022794　　Di・t・i・t・gazetteers　in　India

　　　　　　　Thar　and　Parkar　District：AMS．11　　　　　編者　Powlett，　R　W・

　　　　　　　5300022802　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－11　5300024386

　　　　　　　認鑑1托゜nt’e「D’st「’ct：AM＆11　1・・43】

　　　　　　　Sind［1927］：AMS－115300023958　　　　　　書名　Gazetteer　of　npPer　Burma÷nd　the　Shan

　　　　　　　Hyd。・abad　Di・t・i・t［1927］・AMS－11　　　　Stat・・／・・mpll・d丘・m・冊clal　p・p・・by　J・

　　　　　　　5300023966　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　George　Scott；assisted　by　J・R
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hardiman．一［Micro6che　ed．］

［0040］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

書名　Agazetteer　of　the　Sirohi　State　and　some　　　形態　59　micro6ches；9x13　cm

　　　　　　　statistical　tables／compiled　by　K・D・　　　　　注記　Title　from　original　t・P・・－Reproduction　in

　　　　　　　Erskine．一［Micro丘che　ed．］　　　　　　　　　　　　　　micro6ches．　Originally　published：Rangoon：

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　Govt．　Print．，1900－1901．－No．　B－465一

形態　3micro6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　B－523・
注記　Title　from　originaユt．P．．一・India．　District　　別書名Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　　gazetteers．　Rajputana．　Rajputana　　　　　　編者　Scott，　James　George，　Sir，1851－1935

　　　　　　　miscellaneous”－Tbp　of　the丘ches．一　　　　　　所蔵　AMS－11　5300024519

　　　　　　　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

　　　　　　　published：Ajmer：Scottish　Mission　Industries　lOO44】

　　　　　　　Co．，1910．－No．　B－457－B－459．　　　　　　　書名　　General　remarks　on　the　district　of　Monghyr／

別書名India　district　gazetteers　Rajputana　Rajputana　　　by　Captain　W・S・Sherwill

　　　　　　miscellaneous　　　　　　　　　　　　　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　110137572　　　　形態　19　p．，1fblded　leaf　of　plates：map
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注記　Micro61m．　Originally　published：［CaJcutta，　　【0049］

　　　　　　1848］・　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Geographical，　statistical，　and　historical

編者　Sherwill，　Walter　S．（Walter　Stanhope）　　　　　　　description　of　the　district，　or　zila，　of　Dinajpur，

所蔵　AMF－54　5298701946　　　　　　　　　　　　　　　in　the　province，　or　soubah，　of　Bengal／by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Francis　Buchanan（Hamilton）

［0045］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？1：IDC，［19－？】

書名　Geographical＆statistical　report　of　district　of　形態　　7　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　Tirhoot／Wyatt・A・　　　　　　　　　　　注記　Title丘om　original　t．P．．一・India．　District

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　　　　gazetteers．　Bengal．　Buchanan－Hamilton

形態　59p．：iU，　map　　　　　　　　　　　　　　　　　　series，LTbp　of　the丘ches．－Reproduction　in

注記　Microfilm　reproduction　ffom　British　Ubrary，　　　　micro丘ches・Originally　published：Calcutta：

　　　　　　India　O伍ce　Collections（call　no．：　　　　　　　　　　Baptist　Mission　Press，1833・一，　Published

　　　　　　V／27／62／250），Orginally　published：　　　　　　　　　　with　the　monthly　numbers　of　the　Gleanings　in

　　　　　　【Calcutta】：ICalcutta　Gazette　OHice］，［1854］．－　　　　　science，　and　The　jounral　of　the　Asiatic

　　　　　　I・ibrary，s　copy　lacks　p．42－43．　　　　　　　　　　　　　　Society”－Original　t・P・・－No．　B－29－B－35．

別書名Statistics　of　district　of　Tirhoot　　　　　　　　　男ll書名India　district　gazetteers　Bengal

編者　Wyatt，　A．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Buchanan－Hamilton　series
所蔵　AMF．47　529870183g　　　　　　　　　　　　　　　Gleanings　in　science
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　jounral　of　the　Asiatic　Society

【0046］　　　　　　　　　　　　　Di・t・i・t・gazetteers　in　Indi・
書名　Geographical　and　statistical　report　of　the　　　編者　Buchanan，　Francis

　　　　　　district　of　Beerbhoom／by　W．S．　Sherwill，　　所蔵　AMS－115300024014

纏撒鷲謬）一囲；馨τ゜】6晋1罐＝＝㌶…
注記Micr・61m・ep・・du・ti・n加m　B・iti・h　Lib・a・y，　　Dwa・㎞N・th　Sh・・pu・i．一［Mi…6・he　ed．］

　　　　　　India　OHice　Collections（call　no．：　　　　　　出版　匹eiden？】：IDC，［1｛L？｜

　　　　　　V／27／62／217）・O・亘nally　publi・h・d・C・1・utt・・形態34丘。h。，；9x13。m

　　　　　　竺h°s・J・n・・，C・1・utta　G・・ett・0伍・e・・855・一叢書Th・C。nt，al　Indi。　St。t。　gazetteer　se，ies

編者1謡漂．lac』P4452’　注記＝＝：識嘉：i；Di・t－d
所蔵　AMF－49　5298701854　　　　　　　　　　　　　　　Gwalior”一コbp　of　the丘ches．－Reproduction　in

寳晋7］G。。＿hi，＿d，t。ti，ti，al，ep。甘。fthe　鷲雛i6灘：㍑｝s憎iξ腰a：

　　　　　　district　of　Bhaugulpoor／by　Capt・Sherwill，　男lj書名India　district　and　provincial　gazetteers　C．

　　　　　　「evenue　su「veyo「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ICentral］India　S．［State］Gwalior

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－115300021887
注記　Micro61m．　Originally　published：Calcutta：
　　　　　　Th・・J・n・・，・C・1・utt・G・、ett。・0伍ce，1854－［00511

　　　　　　84P．：ill．，　map．　　　　　　　　　　　　　書名　Historical　and　statistical　memoir　of　Dehra

編者　Sherwill，　Walter　S．（Walter　Stanhope）　　　　　　　D『on／by　G・R・C・Williams・一［Micro丘che　ed・］

所蔵　AMF－52　5298701920　　　　　　　　　　　出版　Lelden，　Netherlands：IDC，［19－］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　6micro6ches；11　x　15　cm

lOO48］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Title　ffom　original　t．P．．一”India．　District

書名　　GeographicaJ　and　statistical　report　of　the　　　　　　　Gazetteers・North－Western　Provinces・

　　　　　　district　of　Maldah／by　J．J．　Pemberton　　　　　　North－W・Prov・memoirs，　stat・reports，　etc・

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　　　　Deh「a　Dun（mem？ir）・HS　831，1601”－Tbp　of
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　　　　　　Memoir　of　Dehra　Doon　　　　　　　　　　出版　Leiden：IDC

　　　　　　India　district　and　provincial　gazetteers　　　　形態　micro6ches；9x12　cm

編者　Williams，　G．　R．　C．（George　Robert　Carlisle）　注記　At　head　of　title：Government　of　India．　Home

所蔵　AMS－11A　5300006037　　　　　　　　　　　　　　Depaエtment．－Originally　9th　issue（1903／04）一．

　　　　　　AMS－11　5300024329　　　　　　　　　　　　　　　　－Micro6che．　Originally　published：Calcutta：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0伍ce　of　the　Supt．　of　Government　Printing，

［0052］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India，1897－．－Originally　continues：Statistics

書名　Historical　and　statistical　memoir　of　the　　　　　　　of　British　India　fbr　the　judicial　and

　　　　　　Ghazeepoor　district／by　Wilton　Oldham　　　　　　administrative　departments　subordinate　to　the

　　　　　　　・…一［Micro丘che　ed・］　　　　　　　　　　　　　　　　　Home　Depaエtment．

出版　Leiden，　Netherlands：IDC，119－】　　　　　　編者　India．　Statistical　Bureau

形態　　11micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　India．　Director．General　of　Statistics

注記　Title　from　original　t．P．．一”lndia．　District　　　　　　India．　Director－General　of　Commercial

　　　　　　Gazetteers．　North－Western　Provinces．　　　　　　　Intelligence

　　　　　　North－W・Prov・memoirs，　stat・reports，　etc・　所蔵　VOL　1－5，　S－11（1895－1906）AMS－4（1－483）

　　　　　　Ghazipur（memoir）．　HS835，1601”．－At　head

　　　　　　of　title　of　original：North－western　provinces・一　【00551

　　　　　　Pt・2has　subtitle：History　of　Ghazeepoor　and　書名　　Ladak，　physical，　statistical，　and　historical，

　　　　　　the　Benares　province　from　1781　A・D・to　1795　　　　　with　notices　of　the　surrounding　countries／by

　　　　　　　A・D・・－Reproduction　in　microHches・　　　　　　　　Alexander　Cunningham．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　　Originally　published：Allahabad：Printed　at　出版　［Leiden？］：IDC，119－？］

　　　　　　th・C・v・・nm・nt　p・ess・N・・th－westem　　形態8mi。，。6，h。，；9x13，m
　　　　　　　P・・vlnce§，187°－76・－N°・．｝3°5’n°・．B－315・注記Titl。丘。m。，igin。l　t．P．．一・Indi。．　Di，t，i。t

内容 霊蕊＝濃舗f＝；1㌃e：1＝灌蒜＝蕊隠・f
　　　　　　　l：罐1三a「esp「°vmce丘゜m1781AD’t°　彊竺1総霊・彊・n・WH・All・n，

別酩Indir・Di・t・i・t　G・・ettee「s・N°「th－Weste「n　別酩Indi。　di，t，i。t　gazetteers　mi，cell。n。。u、

　　　　　　　蕊託麟二゜’「亀sta七　霞畿azetteersinIndi、

　　　　　　　AMS－11　5300024352
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0056］

［0053】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Madras　district　gazetteers・－IMicro丘che　ed・1

書名　Indore　State　gazetteer／compiled　by　C．E．　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　　Luard；assisted　by　Ram　Prasad　　　　　　　形態　3906ches；9x13　cm

　　　　　　　Dube．－IMicro6che　ed．］　　　　　　　　　　　注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District　and

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　provincial　gazetteers．　Madras”－Tbp　of　the

形態　9fiches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　　　6ches．－Reproduction　in　micro6ches．
叢書　The　Central　India　State　gazetteer　series　　　　　　　Originally　published：1904－1938．－No．1767一

注記　Title　from　original　t．P．．」’India．　District　and　　　　no・2156・

　　　　　　　provincial　gazetteers．　C．　India．　S．　　　　　　別書名India　district　and　provincial　gazetteers　Madras

　　　　　　　Indore，，－TDp　of　the　fiches．－Reproduction　in　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　　micro6ches．　Originally　published：Calcutta：　所蔵　Anantapur：AMS－115300021945

　　　　　　　Superintendent　Govt．　Print．，1908．－No．　　　　　　Anjengo：AMS－11　5300021952

　　　　　　　1706－no．1714．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bellary：AMS－11　5300021960

別書名India　district　and　provincial　gazetteers　C．　　　　　　Chingleput：AMS－115300021978

　　　　　　　［Central］India　S．［State］Indore　　　　　　　　　　　　Chittoor：AMS－11　5300021986

　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　Coimbatore：AMS－11　5300021994

所蔵　AMS．11　5300021895　　　　　　　　　　　　　　　Cuddapah：AMS－115300022000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ganjam：AMS－11　5300022018

10054］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Godavaエi：AMS－11　5300022026

書名　Judicial　and　administrative　statistics　fbr　　　　　　Guntur：AMS－115300022034
　　　　　　　British　India／compiled　in　the　Statisticaユ　　　　　　Kistna：AMS－11　5300022042

　　　　　　　Bureau　under　the　supervision　of　the　　　　　　　　　Kurnool：AMS－11　5300022059

　　　　　　　Director－General　of　Statistics．一［Micro丘che　ed．】　　　　Madura：AMS－11　5300022067

巻次等［1st　issue】（1895／96）－　　　　　　　　　　　　　　　Malabar　and　Anjengo：AMS－11　5300022075
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　　　　　Nellore：AMS－11　5300022083　　　　　　　　編者　　Kelsa11，　J　ohn

　　　　　Nilgir拍INilgiri1：AMS－115300022091　　　　所蔵　AMS－115300025987
　　　　　North　Arcot：AMS－11　5300022109

　　　　　　Ramnad：AMS－11　5300022117　　　　　　　［0060］

　　　　　　Salem：AMS－115300022125　　　　　　　　書名　Manual　of　the　Coimbatore　district　in　the

　　　　　　South　Arcot：AMS－11　5300022133　　　　　　　　　Presidency　of　Madras／by　F．A．

　　　　　　South　Canara：AMS－11　5300022141　　　　　　　　　Nicholson．一［Microfbrm　ed．］

　　　　　　Tanjore：AMS－115300022158　　　　　　　出版　匹eiden？｜：IDC，［1｛｝一？］

　　　　　　Tinnevelly：AMS－11　5300022166　　　　　　形態　　12　micor丘ches；9x13　cm

　　　　　　Trichinopoly：AMS－11　5300022174　　　　　　注記　　Title丘om　original　t．P．．一・The　Coimbatore

　　　　　　Vizagapatam：AMS－11　5300022182　　　　　　　　　district　manual．・－Top　of　the丘ches．－

　　　　　　West　Godavari：AMS－115300022190　　　　　　　　Reproduction　in　micro且ches．　Originally

［・・57】　　　　　　　｛罐謬1　G°就’P「ess，1887－”（1
書名　Malabar／by　William　Logan・一［Micro丘che　ed・］別書名The　Coimbatore　district　manual

出版　［Leiden？］：IDC，【19－？］　　　　　　　　　　　　　D拍tricts　gazetteers　in　India

形態　24micro6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　編者　Nicholson，　Frederick　Augustus，　Sir，1846－1936

注記　Title　fわm　original　t・P・・一”India・District　　　所蔵　AMS．11　5300026001

　　　　　　gazetteers．　Madras．　Madras　manuals”－Tbp　of

　　　　　　the　fiches・－Reproduction　in　micro丘ches・　　　【0061］

　　　　　　Originally　published：Madras：Govt・Press・　書名　Amanuaユof　the　district　of　Cuddapah　in　the

　　　　　　1887・－No・B－190－B－213・　　　　　　　　　　　　　Presidency　of　Madras／compiled　and　edited

別書名India　district　gazetteers　Madras　Madras　　　　　　　「by　J．D．B．　Gribble．－IMicroform　ed．］

　　　　　　manuals　　　　　　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　形態　71nicoT6ches；9x13　cm

編者　Logan，　William，1841－1914　　　　　　　　　注記　Title仕om　original　t．P．．－Reproduction　in

所蔵　AMS－115300024253　　　　　　　　　　　　　　　1nicro6ches．　Originally　published：Madras：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt．　Press，1875．一，，（1150）no．57－63”．

［0058】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Districts　gazetteers　in　India

書名　Malabar　and　Anjengo／by　C・A・Innes；edited　編者　Gribble，　J．　D．　B．

　　　　　　by　F・B・Eva皿s・一［Micro丘che　ed・］　　　　　　　所蔵　AMS．115300026019

出版　ILeiden？｝：IDC，119－？］

形態　　10micor丘ches：ill．，　map；9x13　cm　　　　　lOO621

注記　Title　from　original　t．p．．一’Malabar　district　　書名　AmanuaJ　of　the　District　of　T㌦rOore，　in　the

　　　　　　gazetteer，L工bp　of　the　6chesドReproduction　　　　　Madras　Presidency／compiled　under　the

　　　　　　in　micro6ches．　Originally　published：Madras：　　　　oTders　of　govemment，　by　T．　Venkasami

　　　　　　Superintendent，　Goverment　Press，1908．－　　　　　　Row．一［Micro6che　ed．］

　　　　　　Originally　issued　in　series：Madras　district　　出版　［Leiden？1：IDC，｛19－？l

　　　　　　gazetteers・一”（1－745）no・1－10”・　　　　　　　形態　　17　micor丘ches；9x13　cm

別書名Malabar　district　gazetteer　　　　　　　　　　注記　Title　from　original　t．P．．一・，　Row，　T．

　　　　　　Madras　district　gazetteers　　　　　　　　　　　　　　Venkaswami，LTbp　of　6ches．－Reproduction　in

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Madras：

編者　Innes，　C．　A　　　　　　　　　　　　　　　　　W．H．　Moore，　Lawrence　Asylum　Press，1883．－
　　　　　　Evans，　F．　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，，（1150）no．150－166，，．

所蔵　AMS－11　5300026167　　　　　　　　　　　　別書名Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Row，　T．　Venkaswami

［00591　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－115300026100
書名　Manual　of　the　Bellary　district／compiled

　　　　　　under　the　orders　of　government，　dated　　　　　［00631

　　　　　　September　9th，1869，　no・2，　S46　by　John　　　　書名　　A　manual　of　the　district　of　Vizagapatam　in

　　　　　　Kelsall・一［Microfbrm　ed・］　　　　　　　　　　　　　　　the　Presidency　of　Madras／compiled　and

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　edited　by　D．　F．　Camichael．一［Micro6che　ed．1

形態　18micor丘ches：ill．，　maps；9x13　cm　　　　　出版　［Leiden？1：IDC，［19－？］

注記　Title伽m　original　t．p．．－Reproduction　in　　形態　8micor6ches；9x13　cm
　　　　　　micro丘ches・Originally　published：Madras：　　注記　Title　ffom　original　t．P．．－Reproduction　in

　　　　　　Printed　at　the　Lawrence　Asylum　Press，1872・　　　　micro丘ches．　Originally　published：Madras：

　　　　　　一，，（1150）no．28－35，，．　　　　　　　　　　　　　　　　Asylum　Press，1869　reprint．一”（1150）no．

別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　　180－18ア3．
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別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　別書名Amanual　of　the　Nilgiri　district　in　the

編者　Carmichael，　D．　F．　　　　　　　　　　　　　　　　Presidency　of　Madras

所蔵　AMS．11　5300026134　　　　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Grigg，　H．　B．

［00641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－11　5300026076
書名　Amanual　of　the　Kistna　district，　in　the
　　　　　　P，田id。n。y・f　Mad・as／・・mpil・d飴・th・　100681

　　　　　　Government　of　Madras．一［Microfbrm　ed．】　　　書名　Amanual　of　the　Pudukkottai　State／edited

出版［L。id。n？］・IDC，［・∪？］　　　　　　byF・R・Wn㎞t…・Ayy…－2nd　and「ev・ed・

Z㌘蒜霊認漂R。p，。du。ti。nin出版麟；鵠，［19－？］

　　　　　　mi。，。丘，h。、．0，i亘n。lly　publi・h・d・M・d・品・形態29　mlcr・6・h・r；9x13　cm．．．

　　　　　　W．H．　Moore，　Lawrence　Asylum　Press，1883．一注記　Title丘om　onginal　t・P・・一”Indla・Dlstrlct

　　　　　　・（1・50）n。．79－87，．　　　　　　　gazetteers・M・d・品・Mそd・□卿ual・”一恥P・f

麗名＝1＝’n　　　㌶yi蕊難灘㌘、
所蔵　AMS－11　5300026043　　　　　　　　　　　　　　　B－214．B－242．

形態　6micorfiches；9x13　cm　　　　　　　　　　【0069］

注記　Title　fわm　original　t・P・・－Reproduction　in　　書名　Amanual　of　the　Salem　District　in　the

　　　　　　micro丘ches・Originally　published：Madras：R・　　　　Presidency　of　Madras／compiled　by　H．　Le

　　　　　　Hill・G・v・mm・nt　P・ess，1886・一”（1150）n・・　　F㎝u．一［Mi…丘・he　ed．】

　　　　　　88－93”・　　　　　　　　　　　　　　　　出版　［Leiden？1：IDC，［19－？］

別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　形態　2v．　in　18　micor丘ches；9x13　cm

編者　Chetty，　Narahari　Gopalakristnamah　　　　　注記　Title　fごom　original　t．P．．－Reproduction　in

所蔵　AMS－11　5300026050　　　　　　　　　　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Madras：E．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Keys，　Government　Press，1883．－Originally

【0066j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Published　in　2　v．；v．1．　The　District－v．2．

書名　Amanual　of　the　Nellore　district　in　the　　　　　　　The　Taluks．一’（1150）no．132－149”．

　　　　　　Presidency　of　Madras／compiled　and　edited　別書名Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　by　John　A・C・Boswell・一［Micro6che　ed・］　　　　編者　Le　Fanu，　H．

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？】　　　　　　　　　　所蔵　AMS．115300026092

形態　　16micor6ches；9x13　cm
注記　Title　from　original　t．p．．－Reproduction　in　　［0070】

　　　　　　micro6ches．　Originally　published：Madras：H．書名　Manual　of　the　South　Arcot　district／compiled

　　　　　　Morgan，　Govt．　Press，1873．一”（1150）no．　　　　　　by　J．H．　Garstin．－IMicrofbrm　ed．］

　　　　　　9∠』109”．　　　　　　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　形態　12　micor6ches：ilL，　maps；9x13　cm

編者　Boswell，　John　A．　C．　　　　　　　　　　　　注記　Title丘om　original　t．P．．－Reproduction　in

所蔵　AMS－115300026068　　　　　　　　　　　　　　　micro丘ches．　OriginaJly　published：Madras：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printed　at　the　L、awrence　Asylum　Press，1878．

【0067】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一，，（1150）no・16－27，・

書名　　Amanual　of　the　Nilagiri　district　in　the　Madras別書名Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　Presidency／compiled　and　edited　by　H・B・　　編者　Garstin，　J．　H．

　　　　　　Grig9．一［Micro丘che　ed．］　　　　　　　　　　　所蔵　AMS．115300025979

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

形態　　13micor6ches：ill．，　maps；9x13　cm　　　　　【0071】

注記　Title加m　original　t．P．．一・，　A　manual　of　the　　書名　Amanual　of　the　Tinnevelly　dlstrict　in　the

　　　　　　Nil頭，i　di，t，i。t　in　th・P・e・．・fMad・品，，一恥P・f　　p・e・i・en・y・fM・d・品／・・mp・1・dby　A・J・

　　　　　　丘。h。、．－R。p，。du。ti。n　in　mi…6・h・・．　　　　Stua・t・一［Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　Originally　published：Madras：E．　Keys，　Govt．出版　［Leiden？］：IDC・［19－？］

　　　　　　Press，1880．一”（1150）no．110－122”．　　　　形態　6micor6ches；9x13　cm
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注記　Title　from　original　t．p．．－Reproduction　in　　編者　Growse，　Frederic　Salmon，1836－1893

　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Madras：E．所蔵　AMS－115300023768
　　　　　　Keys，　Government　Press，1879ド”（1150）no．
　　　　　　167－172，，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0075】

別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　．書名　Military　report　and　gazetteer　of　the　Gilgit

編者　Stuart，　A．　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Agency　and　the　independent　territories　of

所蔵　AMS．11　5300026118　　　　　　　　　　　　　　　Tangir　and　Darel・一［Micro丘che　ed・1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？】

［0072】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　4micro6ches；9x13　cm
書名　Amanual　of　the　Trichinopoly　district　in　the　注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District

　　　　　　Presicency　of　Madras／compiled　by　Lewis　　　　　gazetteers・North－West　Frontier　Province．

　　　　　　Moore・一［Micro丘che　ed．］　　　　　　　　　　　　　　North－West　Frontier　Province　A－series”－Tbp

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　of　the　fiches・一’The　property　of　the

形態　　7micor6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　Goverment　of　India，　issued　by　the　divition　of

注記　Title　from　originaJ　t．P．．－Reproduction　in　　　　　　the　chief　of　the　stafP’・－Reproduction　in

　　　　　　mi…6・h・・．　O・ゆally　publi，h。d，　M。d，卵、R．　mi…6・h…0・ゆally　publi・h・d・Simla・

　　　　　　Hill，　G・v・mm・nt　P・ess，1878．一・（1150）n。．　　G・寸・M・n・typ・P・ess，1909・一”N・・N・67，

　　　　　　173－179・，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Con・”・－No・B－248－B－251・

別書名Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　別書名India　district　gazetteers　North－West　Frontier

繧監㌫・・26・26　　㌶ご二蕊erPr°V’nce
［00731　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS・・115300024287

書名M・thu…adi・t・i・口・m・i・／by　F・S・　【・・76】

出版ぽ蒜霊c麟巴］　書名艦t：麟蒜麟tee・／・・mpil・d
形態　11micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　出版　匹eiden？｜：IDC，［19－？］

注記　Title　from　original　t・P・・一”India・District　　　形態　26ches；9x13　cm

　　　　　　Gazetteers・N・・th－W・S・m　P・・vince・・　　叢書Th。　C。nt，al　Indi。，t。t。　g。、etteer　se，ies

編者鷲罐鷲撫t㍗鷲：＝…241・5
所蔵　AMS－11A　5300006078　　　　　　　　　　　［0077】
　　　　　　AMS－115300024360　　　　　　　　　　　書名　Miscellaneous　statistics　relating　to　British

l・・741　　　　　　　艦㌶：；：t：1蕊nぱε’cultu「eand
書名　Mathura：adistrict　memoir／by　F・S・　　　　　　　India．一［Micro6che　ed．］

　　　　　　Growse・－3rd　ed・・［Micro丘che　ed・1　　　　　　巻次等一1880（1880）

出版　Leiden，　Netherla皿ds：IDC・［19－］　　　　　　出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC

形態　11micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　形態　micro6ches；9x12　cm

注記　Title　f加m　original　t・P・・一”India・District　　注記　Description　based　on：1876．＿Vbl．　fbr　1880

　　　　　　ga・etteers・M・thu・a・adi・t・i・t　m・m・i・”－T・P　　・1…瓠1・d　4th　issu・．－0・i璋nally　publi、h。d、

　　　　　　・fth・丘・h…－R・p・・du・ti・n・f　th・3・d・d・in　　Cul・utt・・0冊ce・f　th・Supt．・f　G・vt．　P，int．，

　　　　　　miρ・・6・h…0・i尊nally　publi・h・d・』・］・　　　［18－1－1880．－0・igin・lly・・ntinu・d　by・

　　　　　　Prlnted　at　the　North－western　Provinces　and　　　　　　　Statistical　tables　fbr　British　India．

　　　　　　Oudh　Govt・Presss・1883・－no・A－231一　　　編者　India．　Dept．　of　Revenue　and　Agriculture．

　　　　　　A－242．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistical　Branch

別書名lndi・ρi・t・i・t　gazetteers　Mathu・a・adi・t・i・t所蔵VOL・・876－・880（・876－・880）AMS．4（1．481）

　　　　　　memOlr

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　［00781
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書名　Mysore：agazetteer　compiled　fbr　government　書名　North　Arcot／compiled　by　Arthur　F．
　　　　　　／by　B．　Leweis　Rice．－Rev．　ed．，［Micro6che　ed．］　　　　Cox．－New　ed．／revised　by　Harold　A．　Stuart，

出版　匹eiden？］：IDC，［1与？］　　　　　　　　　　　　　［Micro丘che　ed．］

形態　28micro6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　出版　ILeiden？］：IDC，［19－？］

注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District　　形態　15　micor丘ches：ill・，　map；9x13　cm

　　　　　　gazetteers．　Miscellaneous　gazetteers”－Top　of　注記　Title　from　original　t．p．．一”A　manual　of　North

　　　　　　the丘ches．－Reproduction　in　micro丘ches．　　　　　　Arcott　district　in　the　Pres．　o．　Madras．”－Top

　　　　　　Originally　published：Westminster：A．　　　　　　　　of　the　fiches＝Reproduction　in　micro6ches．

　　　　　　Constable，1897．－Originally　published　in　2　　　　　0riginaユly　published：Madras：Govt．　Press，

　　　　　　v．：v．1．Mysore　in　general－v．2．　Mysore，　by　　　　1894－1895．－Originally　issued　in　series：

　　　　　　districts．－No．　A－487－A－514．　　　　　　　　　　　Madras　district　manuaユs．一”（1150）no．1－15，，．

別書名India　district　gazetteers　miscellaneous　　　　別書名Amanual　of　North　Arcott　district　in　the

　　　　　　gazetteers　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Presidency　of　Madras

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　Madras　district　manuals

編者　Rice，　B．　Lewis（Benjamin　Lewis），1837－1927　　　　　Districts　gazetteers　in　India

所蔵　AMS．115300023974　　　　　　　　　　　編者　Cox，　Arthur　F・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Stuart，　Harold　A．

［0079］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－115300025961
書名　Mysore　gazetteer：compiled　fbr　government／
　　　　　　edited　by　C．　Hayavadana　Rao．－New　ed．　　　　［0082】

　　　　　　　［Micro丘che　ed．1　　　　　　　　　　　　　　書名　Notes　on　the　district　of　Gaya／by　George　A．

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　Grierson

形態　87micro丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　出版　匹eiden？】：IDC，［19－？］

注記　Title　from　original　t．p．．」’India．　District　　　形態　3micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　　gazetteers．　Miscellaneous　gazetteers”□bp　of　注記　Title　from　original　t・P・・一’India・District

　　　　　　　the　fiches．－Reproduction　in　micro6ches．　　　　　　　gazetteers．　Bengal．　Bengal

　　　　　　　Originally　published：Bangalore：Govt．　Press　　　　　miscellaneous”－Top　of　the　fiches．一

　　　　　　　，1927－1930．－Originally　published　in　5　v．：v．　　　　　Reproduction　in　nlicrofiches．　Originally

　　　　　　　1．Descriptive－v．2，　pt．1－2．　Historical－v．　　　　　　published：Calcutta：Bengal　Secretariat　Press

　　　　　　　2，pt．3．　Mediaeval－v．2，　pt．4．　Modern－v・　　　　，1893．－No・B－60－B－62・

　　　　　　　3．Economic－v・4・Administrative－v・5・　　別書名India　district　gazetteers　Bengal　Bengal

　　　　　　　Gazetteer．－No．　B－349－B－435．　　　　　　　　　　　　miscellaneous

別書名India　district　gazetteers　miscellaneous　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　　gazetteers　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Grierson，　George　Abraham，　Sir，1851－1941

　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　所蔵　AMS．115300024055

編者　Hayavadana　Rao，　C．（Conjeeveram）

所蔵　AMS－11　5300024410　　　　　　　　　　　【0083】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　N．－W．F．　Province　gazetteers．一［Micr面che　ed．］

［0080】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　匹eiden？1：IDC，119－？］

書名　Narsinghgarh　state　gazetteer：text　and　tables　形態　6micro丘ches；9x13　cm
　　　　　　　／compiled　by　C・E』uard；assisted　by　Pandit注記　Title伽m　original　t．P．．一・，　India．　District

　　　　　　　Ku司Bih・・il・1・一［Mi…丘・he　ed・］　　　　　gazetteers．　N。・th－W・・t恥・nti・・P・・vin・e．

出版　［Leiden？］：IDC，［19－？l　　　　　　　　　　　　　　North．West　Frontier　Province　A－series”－Tbp

形態　7丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　　　of　the丘ches．－Reproduction　in　micro6ches・

叢書　The　Central　India　state　gazetteer　series　　　　　　　Originally　published：1931．－No．　B－258一

注記　Title　fごom　original　t．p．．一”India．　District　　　　　　B－263．

　　　　　　　gazetteers．　Central　India．　Luard　unnumbered　別書名India　district　gazetteers　North－West　Frontier

　　　　　　　series，，－Top　of　the　fiches．－Reproduction　in　　　　　　　Province　North－West　Frontier　Province

　　　　　　　micro丘ches．　Originally　published：Bombay：　　　　　A－series

　　　　　　　British　India　Press，1908．－No．　B－81－no・　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　　B－87．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　North－West　Frontier　Province　gazetteers

別書名India　district　gazetteers　Central　India　Luard　所蔵　Peshawar　District，　v．　A：AMS－115300024303

　　　　　　　unnumbered　series

　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　【0084］

編者　Luaエd，　C．　E．　　　　　　　　　　　　　　　書名　Observations　on　the　Neilgherries，　including　an

所蔵　AMS．11　5300024097　　　　　　　　　　　　　　　account　of　their　topography，　climate，　soil＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　productions，　and　of　the　eHbcts　of　the　climate

lOO81】　　　　　　　　　　　　　・n　th・Eu・・P・an・・n・tituti・n・with　m・p・・f
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　　　　　　the　hills　and　the　approaches　to　them，　sketches　　　　　Jhang，　Jhelam，　Jala皿dhar，　Kangra，　Karnal，

　　　　　　of　the　scenery，　drawings　of　the　principal　　　　　　　Kohat，　Lahore，玩dhiana，　Montgomery，

　　　　　　buildings，　tables　of　routes，＆c．／by　R、　Baikie　　　　　Mooltan，　Multan，　Muzaf』garh，　Peshawaエ，

　　　　　　；edited　by　W．H．　Smoult．一［Micro6che　ed．】　　　　　Rawalpindi，　Rohtak，　Shahpur，　Sialkot，

出版　匹eiden？1：IDC，［19－？］　　　　　　　　　　　　　　Simla］District

形態　5micro6ches；9x13　cm　　　　　　　　　　所蔵　Ambala，　Kalsia　State：AMS－11
注記　Title加m　original　t．P．．一・India．　District　　　　　　Amritsar：AMS－11　5300022216

　　　　　　gazetteers．　Mad・a・．　M・d・a・　　　　　　Att・・k・AMS－115300022224
　　　　　　miscellaneous”－Top　of　the　6ches．－　　　　　　　　　Bannu：AMS－11　5300022232

　　　　　　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　　　　　Delhi：AMS－11　5300022240

　　　　　　publi，h。d、　C。1・utt・・B・pti・t　Mi部i・n　P・e田，　　D・・a　Gha・i　Khan・AMS－115300022257

　　　　　　1834．＿No．　B－243．B．247．　　　　　　　　　　　　　Dera　Ismail　Khan：AMS－11　5300022265

別書名 隠麟gazett－sM・d－Mad一　　蒜㌶Fa「idk°tState：AM＆11

晋51輌b＿＿一帷＿。剛　籔欝ご：驚）鴛11
出版　匹eiden？］：IDC・［19－？］　　　　　　　　　　　　　Jhang：AMS．115300022356

形態　　micro丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　　Jhelam［Jhelum］：AMS－11　5300022364

注記　Title加m　original　t．P．．一”India．　District　　　　　　Jalandhar：AMS－11　5300022372

　　　　　　gazetteers，　Punjab・Punjab　district　　　　　　　　　Jullundur，　Kapurthala　State：AMS－11

　　　　　　gazetteers，，－Top　of　the　6ches．一，，　Compiled　　　　　　5300022380

　　　　　　and　published　under　the　authority　of　the　　　　　　　Kangra：AMS－11　5300022398

　　　　　　Punjab　government”．－Reproduction　in　　　　　　　Karnal：AMS－11　5300022406

　　　　　　micro6ches．　Originally　published：Lahore：　　　　　　Kohat：AMS－11　5300022414

　　　　　　Govt．　Print．，1921．－Contents：v．1．　Lower　　　　　Kurram：AMS－11　5300022422

　　　　　　Jhelum　Canal，1920－v．2．　The　triple　canals　　　　　Lahore：AMS－11　5300022430

　　　　　　（UpPer　Jhelum　Canal，　UpPer　Chenab　Canal　　　　　Ludhiana，　Maler　Kolta　State：AMS－11

　　　　　　and　Lower　Bari　Doab　Canal）．－No．　B－137－　　　　　　　5300022448

　　　　　　B－138，B－327－B－329．　　　　　　　　　　　　　　　Lyallpur：AMS－11　5300022455

別書名India　district　gazetteers　Punjab　Punjab　　　　　　　Mianwali：AMS－11　5300022463

　　　　　　district　gazetteers　　　　　　　　　　　　　　　　　Montgomery：AMS－11　5300022471

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　Mooltan［Multan］：AMS－11　5300022489

所蔵　v．1：AMS．115300024147　　　　　　　　　　　　Muza任argarh，　Leiah　Tahsil：AMS－11

　　　　　　v．2：AMS－11　5300024378　　　　　　　　　　　　　5300022497
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Peshawar：AMS－11　5300022505

［0086］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rawalpindi：AMS－11　5300022513
書名　PurOab　district　gazetteersr［Micro6che　ed．］　　　　　Rohtak，　Dujana　State：AMS－11　5300022521

出版　［Leiden？1：IDC，｛19－？］　　　　　　　　　　　　　Shahpur：AMS－115300022539
形態　7506ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　　　Shei㎞upura：AMS－115300022547

注⊇＝＝蹄＝：1竃and　l罐＝151；81；；il；4

　　　　　　　鰹蹴監㌶熟2157一馨讐7】輌bS＿＿楓＿
別書名IIldia　district　and　provincial　gazetteers　Punjab　出版　匹eiden？1：IDC・［19－？｝

　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　形態　　1286ches；9x13　cm

　　　　　　　Punjab　state　gazetteers　　　　　　　　　　　注記　Title丘om　original　t・P・・一”India・District　and

　　　　　　　N．－W．F．［N・・th－W・・t　n・・nti・・］P・・vince　　　P・・vin・i・l　gazetteers・P両・b・S・”一恥P・f　th・

　　　　　　　Gazetteer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fiches．－Reproduction　in　micro丘ches．

　　　　　　　Gazetteer　of　the　Ambala［Amritsar，　Bannu，　　　　　　Originally　published：1904－1939・－No・2907－

　　　　　　　Delhi，　Dera　Ghazi　Khan，　Dera　Ismail　Khan，　　　　　no・3022・

　　　　　　　R｝rozepore，　Gujranwala，　Gujrat，　Gurdaspur，　別書名India　district　and　provincial　gazetteers　Punjab

　　　　　　　Gurgaon，　Hazaエa，　Hisar，　Hissar，　Hoshiarpur，　　　　　　S．［States］
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　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　　丘ches．－Reproduction　in　micro丘ches．

　　　　　　Purljab　state　gazetteers　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：1879－1880．－no．　A－436－

　　　　　　Gazetteer　of　the　Chenab　Colony・　　　　　　　　　　　A－453．

所蔵　Bahawalpur：AMS－115300022570　　　　　別書名India　district　gazetteers　Rajputana　gazetteer
　　　　　　Bilaspur：AMS－11　5300022588　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　ill　India

　　　　　　Chamba：AMS－11　5300022596　　　　　　　所蔵　Introduction，　Banswara，　State　of　Kusalgaエh，

　　　　　　Chenab：AMS－11　5300022604　　　　　　　　　　　　Bhartpur，　Bikanir，　Bundi，　Dholpur，

　　　　　　Dujana：AMS－11　5300022612　　　　　　　　　　　Dungarpur：AMS－11　5300023883
　　　　　　Faridkot：AMS－11　5300022620　　　　　　　　　　　Ajmer－Merwara，　Jaipur，　Jhalawar，　Jodhpur，

　　　　　　Jind：AMS－11　5300022638　　　　　　　　　　　　　Mallani：AMS－11　5300023891

　　　　　　Kaユsia：AMS－11　5300022646
　　　　　　Kapurthala：AMS－11　5300022653　　　　　　100901

　　　　　　Loharu：AMS－11　5300022661　　　　　　　　書名　　Report　on　the　statistics　of　the　Beerbhoom

　　　　　　Malerkotla：AMS．11　530002267g　　　　　　　　　　district／by　J．　Geoghegan

　　　　　　Mandi，　Suket：AMS－115300022687　　　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　Nabha：AMS－11　5300022695　　　　　　　　形態　　54，　ii，52　p．（some　fblded）：ill．

　　　　　　Phulkia皿States．　Patiala，　Jind，　Nabha：　　　　注記　Micromm　reproduction　from　British　Library，

　　　　　　AMS－11　5300022703　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia　OHice　Collections（call　no．：

　　　　　　Simla　Hill　States：AMS－11　5300022711　　　　　　　V／27／62／218），　Orginally　published：Calcutta：

　　　　　　Sirmur［Sirmoor］：AMS－11　5300022729　　　　　　　Printed　at　the　Bengal　Secretariat　Press，1874．

　　　　　　Suket：AMS－11　5300022737　　　　　　　　　　　　－Ubraエy，s　copy　lacks　p．10－110f　the　2nd

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pagination．

【00881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Geoghegan，　J．

書名　Rajputana　district　gazetteers・一［Micro6che　ed・］所蔵　AMF．45　5298701813

出版　匹eiden？］：IDC，119－？］

形態　49fiches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　lOO911
注記　Title伽m　original　t．P．．一”India．　District　and　書名　Reports　on　the　districts　of　Midnapore，

　　　　　　provincial　gazetteers．　Raj　putana’Lコ］Dp　of　the　　　　　　［including　Hijeleel　and　Cuttack／by　Henry

　　　　　　fiches．一”India．　District　and　provincial　　　　　　　　Ricketts，　member　of　the　Boaエd　of　Revenue

　　　　　　gazetteers．　District　gazetteer　Rajputana”－Tbp　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　of　the丘ches．－Reproduction　in　micro丘ches．　形態　103　p．，［6］fblded　leaves：

　　　　　　Originally　published：1904－1909・－No・3063一　注記　Micro61m　reproduction　f加m　British　Library，

　　　　　　no．3084，　no．　A－454－A－480．　　　　　　　　　　　　　　　　India　OHice　Collections（call　no．：

別書名India　district　and　provincial　gazetteers　　　　　　　V／27／62／235），　Orginally　published：Calcutta：

　　　　　　Rajputana　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　John　Gray，　Calcutta　Gazette　O伍ce，1858．－

　　　　　　India　district　and　provincial　gazetteers　district　　　　　　Library，s　copy　lacks　p・61－62・

　　　　　　gazetteer　Rajputa皿a　　　　　　　　　　　　編者　Ricketts，　Henry

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　所蔵　AMF－44　5298701862

　　　　　　Rajputana　gazetteers

所蔵　Ajmer－Merwara：AMS－115300022828　　　　【0092】
　　　　　　　MewaエResidency：AMS－11　5300022836　　　書名　　Rewah　State　gazetteer／compiled　by　C・E・

　　　　　　Western　Rajputana　States　Residency，　Bikaner　　　　Luard；assisted　by　Pandit　JanId

　　　　　　　Agency：AMS－11　5300022844　　　　　　　　　　　　Prasad・一［Micro6che　ed・］

　　　　　　　Ajmer－Merwara［text：1904，1908］：AMS－11　　出版　匹eiden？］：IDC，［19－？］

　　　　　　　5300023917　　　　　　　　　　　　　　　　形態　4丘ches；9x13　cm

　　　　　　Western　Rajputana　States　Residency，　Bikaner叢書　The　Central　India　State　gazetteer　series

　　　　　　　Agency　ltext：1909］：AMS－11　5300023925　　注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District　and

　　　　　　　Ajmer－Merwara［statistics：1904，1908］：　　　　　　　provincial　gazetteers．　C．　India．　S．

　　　　　　　AMS－11　5300023933　　　　　　　　　　　　　　　　Rewah”－Top　of　the　6ches．－Reproduction　in

　　　　　　Westem　Rajputana　States　Residency，　Bikaner　　　　micro丘ches．　Originally　published：Lucknow：

　　　　　　　Agency【statistics：1908］：AMS－11　　　　　　　　　　Newul　Kishore，1907．－No．1721－no．1724．

　　　　　　　5300023941　　　　　　　　　　　　　　　別書名India　district　and　provincial　gazetteers　C．

【・・89】　　　　　　　揺：霊蕊跳。：罐：ah
書名　The　Rajputana　gazetteer・一［Micro6che　ed・1　　所蔵　AMS，115300021911

出版　［Leiden？】：IDC，【19－？］

形態　18丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　［0093】
注記　Title加m　original　t．p．．一”India．　District　　書名　Salem，　an　India皿collectorate／by　James

　　　　　　gazetteers．　Raj　putana　gazetteer”－Tbp　of　the　　　　William　Ballantine　Dykes．一［Micro丘che　ed．］



31

出版　匹eiden？］：IDC，［19－？1　　　　　　　　　　注記　”Asian　statistics”AS　55．－Reprint．　Originally

形態　　9micorfiches；9x13　cm　　　　　　　　　　　　　　published　in　Calcutta，1923－1928，1931－1932．一

注記　Title丘om　original　t．P．．－At　head　of　title：　　　　　Originally　imprint　varies：published　later　in

　　　　　　India　Board．－Reproduction　in　micro6ches．　　　　　London，1930，1943，　and　in　Delhi，1933－1941，

　　　　　　Originally　published：London：Wm．　H．　Allen，　　　1948－1949・一丘sues㊤r
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Statistical　account　of　Dhrangadhra：beging

【0100】　　　　　　　　　　　　th。　Dh，ang。dh・a・・nt・ibuti・n　t・th・
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別酩Indi。　di，t，i，t　gazetteers　B。m㌦Wat，。n　se，i。，　（・tati・ti・al　acc・unt・）
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　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　　　　　　　　　5300023834
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　　　　　　gazetteers．　North－Westem　Provinces　　　　　　　　Provinces．　North－W．　Prov．　memoirs，　stat．
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　　　　　　AMS－115300024345　　　　　　　　　　出版　（：In－house　reproduction）
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　　　　　　distincitve　parts．－7th－13th　issues　compiled　出版　匹eiden？」：IDC，［19－？］
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　　　　　　statistics　fbr　British　India；and，　Financial　and　注記　Title　from　original　t．p．．一”India．　District　and

　　　　　　commercial　statistics　of　British　India．－　　　　　　provincial　gazetteers．　C．　India．　S．　W．

　　　　　　0亘ginaユly　superseded　by：Statistical　abstract　　　　　　States”－Top　of　the　fiches．－Reproduction　in

　　　　　　fbr　British　India　with　statistics，　where　　　　　　　．　micro丘ches．　Originally　published：Bombay：

　　　　　　avajlable，　relating　to　certain　Indian　states　　　　　　　　British　India　Press，1908．－No．1725－no．

　　　　　　from．．．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1750．
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別書名India　district　and　provincial　gazetteers　C．　　書名　General　report　and　tables　of　the　population，

　　　　　　［Central］India　S．［StatelW．｛WesternlStates　　　　　houses，＆c．，　enumerated　in　the　Bombay

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　・　　　　　　　　　　　　Presidency　on　the　21st　Fbbruaエy　1872

所蔵　AMS－115300021929　　　　　　　　　　　　　　　［microfbrm］．－Micro丘che　ed．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　26microfiches；9×13　cm

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　叢書　C・n・u・・fIndia　18721mi…伽m］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　of　the　Bombay　Presidency，　taken　on

　　　　　　＊一〈1872＞一＊　　　　　　　th・21・t恥b・ua・y・872［mi…飴，m］；pt．2

馨28】＿＿m－t＿＿h㎞d＿注記 竃i麗撒竃鮮’y

形態　2micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　［0122】

叢書　Census　of　India　1872［microfbrml　　　　　　書名　Detailed　census　returns　of　the　Bombay

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　Presidency［microfbrm］・－Micro丘che　ed．

　　　　　　published：London：Printed　by　G．　E．　Eyre　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　and　W．　Spottiswoode，　fbr　Her　Majesty’s　　　形態　20　micro6ches；9×13　cm

　　　　　　Stationery　O伍ce，1875．　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1872【microfbrm】

所蔵　AMS－L4（1）5300026175　　　　　　　　　　　　　Census　of　the　Bombay　Presidency，　taken　on

　　　　　　※Hbrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　the　21st　Fbbruary　1872［microfbrm】；pt．3

　　　　　　Ld．61－12（1871）　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originaユly

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the

lO119】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Central　Press，1875．

書名　Report　on　the　census　of　Bengal，1872　　　　所蔵　AMS－L4（52）5300026225
　　　　　　［microfbrm］／by　H．　Beverley〔－Microfiche　ed．　　　　　※LibraTy　has　also　in　printed　fbrm：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？】　　　　　　　　　Ld・61－12（1872）

形態　　14micro6ches；9×13　cm

縮B。v。，1。y，H．　　　　　　形態1°6・h・・；9x13・m

所蔵A臓4（5）53…26・gl　　璽：：㌶蒜i；器＝霊輌y
　　　　　　霊瓢8㍑a’s°1np「’nte曲「m：　＝罐b鑓：厭th・Edu・ati・n

lO120】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（72）5300026233

書名 蕊麗＝＝蒜盟・　罐聯a’s°inp「inted品「m：
　　　　　　c°mpil・ti・n［mi…飴・m］・－Mi…6・he　ed・　【・・241

出版Zugl　Switze・1㎝d・IDC・［197－？1　　酩R・p・・t・n　the　cen・u、。f　B，iti、h　Bu，m。，　tak。n

形態　7mlcro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　　in　August　1872［microfbrm】．－Micro丘che　ed．

叢書　Census　of　India　1872［microfbrm］　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　Census　of　the　Bombay　Presidency，　taken　on　　形態　4丘ches；9x13　cm

　　　　　　the　21st恥b・ua・y　1872［mi…品・ml；pt・1　囎C・n・u・・f　India　1872｛mi・・。飴，m】

注記R・p・・du・ti・n　in　micr・丘・h…0・i鯉ly　注記R・p・・du・ti・n　in　mi，，。丘。h。，．0，ign瓠ly

　　　　　　publi・h・d・B・mb可・P・int・d・t　th・　　　　publi・h・d・Rang。。n、P，int。d　at　the

　　　　　　G・v・mm・nt　C・nt・訓P・e銘，1875・　　　　G・v・mm。nt　P，ess，1875．

所蔵　AMS－L4（19）5300026209　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（82）5300026241
　　　　　　※Hbrary　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed丘）rm：

　　　　　　Ld・61－12（1872）　　　　　　　　　Ld．61－12（1872）

10121】　　　　　　　　　　　【0125】
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書名　Census　report　of　the　Suburbs　of　Calcutta，　　【0129】

　　　　　　1872／［by　R．　Craufuird　　　　　　　　　　書名　Report　on　the　census　of　the　Madras

　　　　　　Sterndale】lmicrofbrm］．－Micro6che　ed．　　　　　　　　Presidency　1871，　with　appendix　containing　the

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l　　　　　　　　　results　of　the　census　arranged　in　standaエd

形態　2micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　fbrms　prescribed　by　the　Government　of　India／

叢書C・n・u・・fIndia　1872［mi…飴・m］　　　　　by　W・R・C・・ni・h・－Mi…丘・he　ed・
注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC・［197－？l

　　　　　　published：［Calcutta］：［s．n．］，［1873？】．　　　　　形態　　13　micro6ches；9×13　cm

編者　Sterndale，　R．　Craufuird　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1872

所蔵　AMS－L4（86）5300026258　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches・Originally
　　　　　　※Ub，碇y　ha，瓠、。　in　p，int。曲，m、　　　　publi・h・d・M・d・品・P・int・d　by　E・K・y・，・t

　　　　　　凪6L・2（1872）　　　　　雛灘e霊黛罐撫、濫、こlt＆．．：

10126］　　　　　　　　　　　　　・ee〈000000225045＞・
書名　［Census　of　the　Central　Provinces，18721／［by　J．編者　Cornish，　W・R・

　　　　　　W．Neill］［micro品rml．－Micro丘che　ed．　　　　所蔵　1：AMS－L－4（116）5300026308

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

形態11mi。，。丘，h。，；9×13。m　　　　　　Ld・61－12（1871）

囎C・n・u・・fIndia　1872【mi…飴・m］　　　【0130】
注記　Reproduction　in　micro6ches・Originallly　　　書名　SupPlementaエy　T㎞bles　of　the　census　results　of

　　　　　　published：Bombay，1873？・　　　　　　　　　　　the　Madras　Presidency　fbr　1871／by　W．　R．

編者　Neill，　J．　W．　　　　　　　　　　　　　　　　　Cornish．－Micro丘che　ed．

所蔵　AMS－L4（94）5300026274　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　※Libraエy　has　aJso　in　printed　　　　　　　　形態　10　microfiches；9×13　cm

　　　　　　fbrm：Ld．61－12（1872）　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1872

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Report　on　the　census　of　the　Madras

［0127】　　　　　　　　　　　　P，e，id。n。y，1871；v．2
書名　Report　on　the　census　of　Native　Cochin・taken　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　on　the　6th　Karkatakam　1050・20th　July　1875：　　　　published：Madras：Printed　by　E．　Keys，　at

　　　　　　together　with　statistical　tables　and　a　manual　　　　　the　Government　Gazette　Press，1874．

　　　　　　of　geography／by　A・Sanl砲riah・－Micro6che　ed・編者　Cornish，　W．　R．

出版　Zug，　Switzerland：IDC・｛197－？｜　　　　　　　所蔵　AMS－L－4（129）5300026316

形態　6micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India　1872［microfbrm】　　　　　　　　　　Ld．61－12（1872）

注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally
　　　　　　publi，h。d、　Mad，as、P，int。d。t　th。　S，。tti，h　lO131】

　　　　　　Press，　by　Graves，　Cookson　and　Co．，　Popham　書名　Census　of　the　Tbwn　of　Madras・1871／［by　W・

　　　　　　House，1877．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R・Cornish］［microfbrm1・－Micro丘che　ed・

編者　San㎞riah，　A．　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

所蔵　AMS－L4（105）5300026282　　　　　　　　　形態　9micro丘ches；9×13　cm
　　　　　　※Lib，町h品。1、。　in　p，int。d飴，m：　　叢書C・n・u・・f　Indi・，1872［Mi…飴・m］

　　　　　　Ld．61－12（1875）　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Madras：Printed　by　H．　Morgan，　at

【01281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　fbrt　St・George　Gazette　Press，1873・

書名　Report　on　the　Coorg　General　Census　of　1871，編者　Cornish，　W・R・

　　　　　　with　apPendices／A．　W．　C．　　　　　　　所蔵　AMS－L4（139）5300026324

　　　　　　UndsayニーMicrofiche　ed．　　　　　　　　　　　　　　　※Libra苫y　has　also　in　printed　fbrm：

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？｜　　　　　　　　　Ld・61－12（1871）

形態5micr・丘・h・・；9×13・m　　　　｛・・32】
叢書C・n・u・・fIndia　1872［mi…飴・m】　　酩R。p。，t。n　th。　My、。，e　G。n。，al　C。n、u、，・87・／

注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally　　　　　　by　A．　W．　C．　Hndsay－Micro丘che　ed．

　　　　　　published：Bangalore：Mysore　Government　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】

　　　　　　press・1874・　　　　　　形態22　mi…丘・h・・；9X・3・m
編者　Llndsay・A・W・C・　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1872［micro伽ml

所蔵　AMS－L4（111）5300026290　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　published：Bangalore：Mysore　Government

　　　　　　Ld・61－12（1875）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Press，1874．－SupPlement　see：000000225063．
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編者　LindW，　A．　W．　C．　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

所蔵　AMS－L4（148）5300026332　　　　　　　　　　　　published：Allahabad：Printed　at　the
　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　North－Western　Provinces，　Government　Press，

　　　　　　1・d．61－12（1871）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1873・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（212）5300026365

［0133】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：

書名　SupPlement　to　Mysore　General　Census　of　1871　　　　Ld．61－12（1871）

　　　　　　：appendices　A　to　H／by　A．　W．　C．

　　　　　　Lindsay．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　　［0136】

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　書名　Sex　statistics：extracted　f加m　the　census

形態　　24micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　　registers　of　1872［microfbrm］・－Micro6che　ed・

叢書　Census　of　India，1872［microfbrm］　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC・［197－？］

　　　　　　Report　on　the　Mysore　General　Census，1871／　形態　20　micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　by　A・W・C・Lindsay　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1872［micro品rm1

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　Census　of　the　N・－W・Provinces，1872

　　　　　　published：Bangalore：Mysore　Government　　　　　［microfbrml；v・3

　　　　　　Press，1875・　　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　OriginaJly

編者　Lindsay，　A．　W．　C．　　　　　　　　　　　　　　published：Allahabad：Printed　at　the

所蔵　AMS↓4（170）5300026340　　　　　　　　　　　　North－Western　Provinces’Government　Press，
　　　　　　※Lib，a，y』1、。　in　p，int。d飴，m：　　　1873・

　　　　　　Ld．61－12（1871）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（227）5300026373

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：

［0134】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1871）

書名 ＝麟盟㌶＝lil：㌣es：【・・37］
　　　　　　exhibiting　Population　according　to　age　and　　書名　The　report　on　the　census　of　Oudh

　　　　　　・du・ati・n，　and　with・e飴・ence　t。　land，　land　　［mi…飴・m］／・・mpil・d　by　J・Ch訂1・・

　　　　　　・ev・nu・，　nati・n・liti・・，・品t・・，　t・ib・，，。nd　　　Willi・m・・－Mi…丘・he　ed・

　　　　　　occupations：and　giving　also　a　classi6ed　list　of出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？］

　　　　　　villages　and　towns，　and　apPendices　A．　to　G．／　形態　15　micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　　・・mpil・d　by　W・C・Pl・wd・n　　　　蛙C・n・u・・f　India　1872［mi…わ・m】
　　　　　　【mi…飴・mトMi…6・he　ed・　　　注記R・p・・du・ti。n　in　mi。，。丘。h。，．0，i亘r

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l　　　　　　　　　published：Luc㎞ow：Printed　at　the　Oudh

形態　　18microfiches：map；9×13　cm　　　　　　　　　　Government　Press，1869．

叢書　Census　of　India　1872［microfbrml　　　　　　内容　v．1．　General　report．－v．2．　ApPendices　and

　　　　　　Census　of　the　N．－W．　Provinces，1872　　　　　　　　statistic｛d　tables．

　　　　　　［micro飴rml；v．1　　　　　　　　　　　　編者　Williams，　J．　Charles

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　所蔵　　1：AMS－L4（247）5300026381

　　　　　　published：Allahabad：Printed　at　the　　　　　　　　2：AMS－L4（254）5300026399
　　　　　　N・・th－W・・t・m　P・・vince・’G・v・mm・nt　P・ess，　　※Lib，a，y　h品a1、。　in　p，int。d飴，m：

　　　　　　1873・一”Publi・h・d　by　Auth・・itジ’・　　　　Ld．61－12（1869）

編者　Plowden，　W．　C．

所蔵　AMS－L4（194）5300026357　　　　　　　　　10138］
　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　書名　Report　on　the　census　of　the　Punjab，　taken　on

　　　　　　Ld．61－12（1872）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10th　January　1868・－Micro丘che　ed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

［0135］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　6micro6ches；9×13　cm
酩P・・vin・i・1・divi・i・n・1・and　di・t・i・t　t・bl…㎝d鰭C・n・u・・f　Indi・・872［mi。・。品，m］

議馴灘㍑＝iCd注記鱗書麟麟瓢㎞
出版Zug・Switze・1㎝d・IDC，｛・97－？1　　所蔵AMS．L4（261）53…264・7

形態15mi…6・h・・；9X・3・m　　　　　※Lib，町h⊇，。　in　p，int。価，m：
叢書C・n・u・・fIndia　1872【mi…品・m］　　　　Ld．61・12（1868）
　　　　　　Census　of　the　N．－W．　Provinces，1872

　　　　　　［mi…飴・ml；v・2　　　　　　　【0139】
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書名　Report　on　the　census　of　Trava皿core，　taken　by　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　command　of　His　Highness　the　Maharaj　ah　on　　　　　published　in　London：Printed　by　Eyre　and

　　　　　　the　18th　May　1875　A．　D．－6th　Vycausy　1050　　　　　Spottiswoode，　fbr　Her　Majestty’s　Stationery

　　　　　　M．E．．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　　　　0伍ce，1883．－v．2．　Statistics　of　population：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　　　　see〈000000225135＞．－v．3：Alphabetical　list

形態　9micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　of　castes・

叢書　Census　of　India　1872［microfbrm］　　　　　編者　Plowden，　W・Chichele

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　India・Census　Commissioner

　　　　　　published：Treva皿drum：Travancore　　　　　所蔵　1：AMS－L4（276）5300026423
　　　　　　Government　Press，1876．　　　　　　　　　　　　　　3：AMS－L－4（299）　5300026449

所蔵　AMS－L4（267）5300026415　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　※Lib，a，y　ha，　a1・・in　p・int・d飴・m・　　　　Ld・61－12（1881）

　　　　　　1、d．61－12（1875）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0143】

　　　　　　＊一〈1876＞一＊　　　　　　　　　　　　　書名　The　Indian　empire：census　of　1881：statistics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　population［microfbrml．－Micro丘che　ed．

［0140］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

書名　Report　on　the　census　of　the　Town　of　Calcutta，形態　9micro6ches；9×13　cm

　　　　　　tak・n・n　th・6th　Ap・il　1876／by　H・　　叢書C。n、u，。f　Indi・1881［mi…品・m］

　　　　　　Beverley－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches，　Originally

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　　　　published　in　Calcutta：Printed　by　the

形態　6micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Superintendent　of　Government　Printing，　India，

注記　Reproduction　in　micro6ches・Originally　　　　　　1883．－Signed　by：W．　Chichele　Plowden．－
　　　　　　published：Calcutta：Printed　at　the　Bengal　　　　　　　v．1，　v．3：Report　on　the　census　of　British　India

　　　　　　Secretariat　Press，1876・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　taken　on　the　17th　Februaエy　1881：see

編者　Beverley，　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈BA4745405X＞．

所蔵　AMS－L4（88）5300026266　　　　　　　　編者　Plowden，　W．　Chichele
　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrms：　　　　　　　India．　Census　Commissioner

　　　　　　Ld・61－12（1872）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　2：AMS－L4（290）5300026431

　　　　　　・一〈・877＞一・　　　　　霊蒜搬㌶、；np「’nted

【°141】　　　　　　　　　1・・44】
書名　Ajmer－Merwara－Micro6che　ed・　　　　　　　書名　Statistics　of　the　British－born　subjects　recorded

出版　Zug・Switzerland：IDC・［197－？］　　　　　　　　　at　the　census　of　India，17th　Fbbruary　1881

形態　2micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　　lmicrofbrm】．－Micro6che　ed．

注記　Reproduction　in　micro6ches・Originally　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　publi・h・d・［Cal・utt・？］・－Titl・竺恥゜f　the形態1mi。，。6。h。（11fr．）；9×13・m

　　　　　　遮際P・・t・fth・』and　所蔵濃L4（3・7）53…267・4

　　　　　　［C。n・u・・f　hdi・・勾mer－M・一・］　　　　※Lib・肛y　h品al・・in　p・int・d飴「m：

編者　Lyall．　A．C．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1881）

所蔵：跳；閲626183　　馨25］R。p㏄t。nthecen、u，。fth。p，。vin，e。f

　　　　　　＊一〈・88・〉一＊　　　　　鑑e蒜蒜ン漂。霊e17t⌒町

【0142］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bhagram．－Micro丘che　ed．

書名　Report　on　the　census　of　British　India，　taken　　出版　Zug，　switzerla皿d：IDC，［197－？】

　　　　　　on　the　17th　Fbbruary　1881　　　　　　　　　形態　7micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　［microfbrm］・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1881［microfbrm］

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　注記　ReprQduction　in　micro丘ches．　Originally

形態　22micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　published：Ajmere：Printed　at　the　Friend　of

叢書　　Census　of　India　18811microfbrm］　　　　　　　　　　Rajputa皿a　Press，1882．
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編者　Bhagram，　Pandit　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？」

所蔵　AMS－L4（308）5300026456　　　　　　　　形態　39　micro丘ches：map；9×13　cm
　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　’　叢書　Cer田us　of　India　1881［microfbrml

　　　　　　Ld・61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

馨碧61S＿t＿t＿1＿＿＿㎞t』内容璽灘黙二±㎡

形態　1micro丘che（7　fr・）；9×13　cm　　　　　　　編者　Bourdillon，　J．　A．

叢書C・n・u・・fIndi・1881［mi…品・m］　　所蔵1、　AMS．L．4（352）53…265・6
注記R・p・・du・ti・n　in　mi…丘・h…0・iginally　　　2、　AMS．L－4（362）53000265・4

　　　　　　publi中・d：C副・utt・・O伍・e・f　thr．　．　　3・AMS－L4（379）5300026522

　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　［01501

　　　　　　Ld・61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　the　census　of　Berar　1881

｛・・471　　　　　　　　豊c「°飴「m］／by　Eustace　J・K’tt　Mic「°丘che

書名

解㌫罐蹴霊王㌫弓麟監霊㍑謬よ19手？］
出版Zug，　Switze，land、IDC，［・97，？1　　叢書C・n・u・・f　Indi・1881【mi…飴・m］

形態13mi。，。丘，h。、；9×13，m　　　　注記Rrdu・ti・n　in　micr・6？h・＆O・ゆW．

　　　　　　。f　G。v・mm。nt　P，inting，　lndi。，1883．　所蔵AM『－L－4（39°）530°°2603°

編者　Lyall，　C．　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Llbraエy　has　also　ln　pnnted　fbrm：

所蔵AMS，L．4（3・6）5300026472　　　　　Ld・61－12（1881）

　　　　　　※互b・a加as　al・・in　p・int・d品・m・　　［0151】

　　　　　　Ld・61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Operations　and　results　in　the　Presidency　of

lO・48｝　　　　　　　　　　　B・迦・y・i｝・1唖g　Sind｛mi…㊤・ml／by　J・A
書名　Report　on　the　census　of　the　Baroda　　　　　　　　　Bames＝Mlcro丘che　ed・

　　　　　　Tbrritories，1881｛microfbrm］／by　Gajanan　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？｜

　　　　　　Krishna　Bhatavade］㎞r．＿Micro丘che　ed．　　　　形態　　17　micro丘ches：maps；9×13　cm

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，1197－？］　　　　　　叢書　Census　of　India　1881［microfbrm］

形態　23micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally

叢書C・n・u・・fIndia　1881［micr・品・m］　　　　publi・h・d・B・mb馴P・int・d　at　th・
注記　Reproduction　in　micr面ches．　Originally　　　　　　　Government　Central　Press，1882・

　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the　Education内容　v・1』bxt・－v・2・Tables・

　　　　　　Society，s　Press，　Byculla，1883．一・Published　別書名Imperial　census　of　1881：0perations　and

　　　　　　by　order　of　His　Highness　the　Mahaエajah　　　　　　　results　in　the　Presidency　of　Bombay・including

　　　　　　Gar㎞ar”．　　　　　　　　　　　　　　Sind／by　J．　A，　Baines
内容　［v．21：Final　Census　Fbrms，　Baエoda　　　　　所蔵　　1：AMS－L4（403）5300026548

　　　　　　Territories，1881．　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：AMS－L－4（412）5300026555

編者　Bhatavadekar，　Gajanan　Krishna　　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　in　printed　Ibrm：

所蔵　［1］：AMS－L4（329）5300026480　　　　　　　　　　Ld・61－12（1881）

　　　　　　竃議爵漂㌫　　晋1ご麟鵠監；ぽ醐

［0149】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［microfbrm］／by　T．　S．　WeiL－Micro6che　ed．

書名　Report　on　the　census　of　Bengal，1881　　　　出版　Zug，　Switzer1孤d：IDC，1197－？］

　　　　　　［microfbrml／by　J．　A．　Bourdillon＝Micro6che　形態　12　micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1881【microfbrm］
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注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　叢書　Census　of　India　1881［microfbrml

　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the　Times　of　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originallly

　　　　　　India　Steam　Press，1883．　　　　　　　　　　　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the　Education

編者　Weir，　T．　S．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Society’s　Press，　Byculla，1882－1883．

所蔵　AMS－L4（420）5300026563　　　　　　　　　内容　v・1・Tables，　imperial　and　supPlementary－v・
　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　2・Report，　with　apPendices・

　　　　　　Ld．61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　編者　Drysdale，　T．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　1：AMS－L4（450）5300026605

【0153】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：AMS－L4（462）5300026613
書名　Report　on　the　census　of　British　Burma，　taken　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　on　the　17th　F㎏bruary　1881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1881）

　　　　　　　lmicrofbrm］．－Micro丘che　ed．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　【0157】

形態　12micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　書名　Report　on　the　Coorg　general　census　of　1881，

叢書　Census　of　India　1881｛microfbrm］　　　　　　　　　with　apPendices［microfbrm］／by　H・M・S・

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　Magrath・－Micro丘che　ed・

　　　　　　　published：Rangoon：Printed　at　the　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l

　　　　　　　Government　Press，1881．一”Accompanied　by　形態　2micro丘ches：map；9×13　cm

　　　　　　　map”．　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　、　Census　of　India　1881［microfbrm］

所蔵　AMS－L－4（432）5300026571　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally
　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　　　　　　　　　　　　　published：Bangalore：Printed　at　the　Mysore

　　　　　　　fbrm：Ld．61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　Government　Press，1881．－With　review　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．D．Sandfbrd，　Esq．．

101541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Magrath，　H．M．S．

書名　Report　on　the　census　of　the　town　and　suburbs所蔵　AMS－L－4（474）5300026621

　　　　　　　0f　Calcutta　taken　on　the　17th　February　1881　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　　［mi…品・m］／by　H・B・v・・1・y－Mi…丘・he　ed・　　Ld．61－12（1881）

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？］

形態　4micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　【0158】
叢書　Census　of　India　1881｛microfbrm］　　　　　　書名　Operations　and　results　in　the　Presidency　of

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　Madras［microfbrm］／by　Lewis

　　　　　　　published：Calcutta：Printed　at　the　Bengal　　　　　McIver・－Micro丘che　ed・

　　　　　　　Secretariat　Press，1881．　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

編者　Beverley，　H．　　　　　　　　　　　　　　　形態　46　micro6ches；9×13　cm

所蔵　AMS－L4（444）5300026589　　　　　　　　　叢書　Census　of　India　1881［microfbrm］
　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　Imperial　census　of　1881［microfbrm］

　　　　　　　Ld．61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Madras：Printed　by　E．　Keys，　at

lO155］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Government　Press，1883．－v．3．

書名　Note　on　census　operations　in　central　India　and　　　　ApPendices／by　G．　Stokes．一”Published　by

　　　　　　　statements　shewing　the　population，＆c．　　　　　　　　authority，，．

　　　　　　　［microfbrm］／［by　D・Robertson］・－Micro6che　ed・内容　v．1．　The　report．－v．2．　Final　census　tables一

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　imperial　serie．－v．3．　Appendices．－v．4．

形態　2micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Final　census　tables－provincial　series－caste．一
叢書　Census　of　India　1881［microfbrm］　　　　　　　　　　v・5・Final　census　tables－provincial　series・

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　Occupation　and　supPlementary　tables　relating

　　　　　　　published：［s．1．］：［Governor　General　fbr　Central　　　　to　British－born　subjects　in　the　limits　of　the

　　　　　　　Indi・］，1882．　　　　　　　　　　Mad・a・P・e・id・n・y　and　in　th・托・n・h
編者　Robertson，　D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tbrritories　and　British　subjects　in　the　latter・

所蔵　AMS↓4（448）5300026597　　　　　　　　　編者　McIver，　Lewis
　　　　　　　※Lib，訂y　h画，。　in　p，int。d飴，m，　　　　G・St・k・・

　　　　　　　Ld．61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　1：AMS－L4（507）5300026647
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2：AMS－L－4（517）5300026654

【01561　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3：AMS－L4（530）5300026662
書名　　Census　of　the　Central　Provinces，1881　　　　　　　　4：AMS－L4（534）5300026670

　　　　　　　［microfbrml／T．　Drysdale．－Micro丘che　ed．　　　　　　5：AMs－L4（545）5300026688

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

形態　24micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1881）
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［0159］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L－4（559）5300026712
書名　　Report　on　the　Mysore　census　of　1881　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed

　　　　　　［microfbrm］／by　I．ewis　Rice．－Micro6che　ed．　　　　　　fbrm：Ld．61－12（1881）

所蔵　AMS－L4（553）5300026696　　　　　　　　　　　　principal　towns［microfbrm］／compiled　by

　　　　　　　※Library　h｛娼also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　Edmund　WhiterMicro丘che　ed．

　　　　　　Ld・61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】

叢書　Census　of　India　1881［microfbrml　　　　　　　　－・Published　by　order　of　the　Govt．，　N．　W．

注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally　　　　　　　provinces　and　Oudh・，一｛v．11：Report　on　the

　　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the　Education　　　census　of　the　N．－W．　P．　and　Oudh，　and　of　the

　　　　　　　Society，s　Press・Byculla，1884・　　　　　　　　　　　　native　states　of　Rampur　and　native　Gaエhwa1，

内容　v・1・Statements　I・to　XX・with　supPlements・　　　　taken　on　the　17th　Fbbruary，1881，　comprising

所蔵　1：AMS－L－4（476）5300026639　　　　　　　　　　　the　twenty－one　census　fbrms　compiled　under

　　　　　　　※hbrary　has　also　in　printed最）rm：　　　　　　　the　orders　of　the　Census　Commissioner　fbr

　　　　　　　I、d．61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India，　and　a　preliminary　dissertation，　with

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　appendices［microfbrm］／by　Edmund　White：

［01611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　see〈000000225241＞，一［v．3］：Sex　sta七istics

書名　Report　on　the　census　of　the　N．－W．　P．　and　　　　　abstracted　by　order　of　the　Govt．　N．－W．　P．

　　　　　　　Oudh，　and　of　the　native　states　of　Rampur　and　　　　　and　Oudh　from　the　enumerators，　schedules　of

　　　　　　　native　Garhwa1，　taken　on　the　17th　February，　　　　　　the　census　taken　on　the　17th　Fbbrualy，1881／

　　　　　　　1881，comprising　the　twenty－one　census㊤rms　　　　compiled　by　Edmund　White（Allahabad，

　　　　　　　compiled　under　the　orders　of　the　Census　　　　　　　　1882）：see〈000000225260＞．

　　　　　　　Commissioner　for　India，　and　a　preliminary　　編者　White，　Edmund

　　　　　　　dissertation，　with　apPendices［microfbrm］／by　所蔵　AMS－L－4（575）5300026720

　　　　　　　Edmund　White・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　Ibrm：

出版　Zug・Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　　　　Ld．61－12（1881）

形態　　16micro丘ches；9×13　cm

叢書C・n・u・・fIndi・1881［mi…品・m］　　　10163］
注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　書名　Sex　statistics：abstracted　by　order　of　the

　　　　　　　published：Allahabad：North－Western　　　　　　　Govt・N・－W・Pand　Oudh血om　the

　　　　　　　Provinces　and　Oudh　Government　Press，1882．　　　　enumerators，　schedllles　of　the　census　taken　on

　　　　　　　－・Publi・h・d　by　Auth・・ity，・．一［v．2］・　　　　th・17th　F・b・u・・y，1881［mi…飴・m］／・・mpil・d

　　　　　　　SupPlement　to　the　report　on　the　census　of　the　　　　by　Edmund　White・－Micro丘che　ed・

　　　　　　　North－Western　provinces　and　Oudh，　taken　on　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　　the　17th　Fbbruary，1881，　comprising　the　　　形態　3micro6ches；9×13　cm

　　　　　　　statistics　of　the　Tahsils，　Parcanas，　Police　　　叢書　Census　of　India　1881［microfbrm］

　　　　　　　Circles，　and　municipal　towns，　and　detailed　　　　　Census　of　N．－W．　P．　and　oudh　in　1881

　　　　　　　tables　of　the　occupations　in　the　districts　and　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　　principal　towns／compiled　by　Edmund　White：　　　published：Allahabad：North－Western

　　　　　　　see〈000000225254＞．一【v．3】：Sex　statistics　　　　　　　Provinces　and　Oudh　Government　Press，1882．

　　　　　　　abstracted　by　order　of　the　Govt・N・－W・P・　　　　一［v．1］：Report　on　the　census　of　the　N．－W．　P．

　　　　　　　and　Oudh缶om　the　enumerators，　schedules　of　　　　　and　Oudh，　and　of　the　native　states　of　Rampur

　　　　　　　the　census　taken　on　the　17th　F㎏bruary，1881／　　　　　and　native　Gaエhwaユ，　taken　on　the　17th

　　　　　　　compiled　by　Edmund　White：see　　　　　　　　　February，1881，　comprising　the　twenty－one

　　　　　　　〈000000225260＞．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　census　fbrms　compiled　under　the　orders　of　the

編者　White，　Edmund　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Commissioner　fbr　India，　and　a
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　　　　　　preliminary　dissertation，　with　appendices　　　書名　General　report［microfbrm］／by　J．　A．

　　　　　　［micro飴rm］／by　Edmund　White：see　　　　　　　Baines．－Micro丘che　ed．

　　　　　　＜000000225241＞．一［v・2］：SupPlement　to　the　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l

　　　　　　report　on　the　census　of　the　North－Western　　形態　8micro6ches；9×13　cm

　　　　　　provinces　and　Oudh，　taken　on　the　17th　　　　叢書　Census　of　India，1891［microfbrm】

　　　　　　R〕bruaエy，1881，　comprising　the　statistics　of　the注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

　　　　　　Tah・il・，　P・・can径，　P・lice　Ci・cl…and　　　　publi，h。d・L・nd・n・P・int・d飴・th・Indian

　　　　　　muni・ip・l　t・wn・，　and　d・t・il・d　t・bl…fth・　　G。v。，nm，nt，　by　Ey・e　and　Sp・tti・w・・d・，1893．

　　　　　　occupations　in　the　districts　and　p『incipal　　　編者　Baines，　Jervoise　Athelstane，　Sir，　b．1847

　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　【0167】

　　　　　　Ld・61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Statistics　of　area；population；towns　and

［・・64］　　　　．　　灘蕊罐p蹴㌫認’霊cy；

蛙C・n・u・・f1nd・÷1881［m・cr・】．　　　飴ud。t。，y，t。t。，［mi。，。品，m］

注記

　　　　　　　も器1蒜濃hl癬upe「’ntendent°ftheぷ蕊需tl；蹴罐蕊1・ら

内容　v・1・Text　and　apPendlces　C　and　D　　　　　　　　　territorial　subdivisions，　and　births　and　deaths：

編者Ibb。t，。n，　D。n。il　Ch。，1。，　J。lf　　　　Ld・61－12（1891）

所蔵　　1：AMS－L－4（586）5300026746　　　　　　　　【0168】

　　　　　　　2：AMS－L4（606）5300026753　　　　　　　　書名　　Statistics　of　caste，　tribe，　and　race，　combined

　　　　　　　3・AMS－L4（624）5300026761　　　　　with　lit。，a。y。nd　in丘，miti・・；territ・・i品

　　　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　subdivisions，　and　births　and

　　　　　　　Ld・61－12（1881）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　deaths．＿Micro丘che　ed．

【・・65】　　　　　　　　出版Zug，　Swit・e・1・nd・IDC，［197－？】
書名　Census　of　the　native　states　of　Rajputa皿a　1881　形態　5micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　　：review　of　the　census　operations　and　tables　　叢書　Census　of　India，1891［microfbrml

　　　　　　　麟C：、㍑継・，・num・・at・d’nth・2麟霊。r認馴゜v’ncesand

　　　　　　　［microfbrm］．－Microfiche　ed．　　　　　　　　　注記　Reproduction　ill　micro丘ches．　Originally

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？］　　　　　　　　　published：London：Printed　fbr．the　Indian

霊馨さ麟麟艦・・品一！．　鷺竃麟議鞭㌃93
注記 撒騰；欝＝ly　罐uC灘＝＝＞ln丘rm’t’es
所蔵

　　　　　　　＊一〈・89・〉一＊　　　寳薯9】Assa孟［mi。，。綱／byE．　A．　Gai卜Mi。，。丘。he

lO166】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ed．
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出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　形態　18　micro6ches；9×13　cm

形態　33micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1891［microfbrm］；v．6

叢書　Census　of　India，1891［microfbrm］　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　　　　published：Calcutta：OHice　of　the

　　　　　　published：Shillong：Printed　at　the　Assam　　　　　　　Superintendent　of　Government　Printing，　India

　　　　　　Secretariat　Printing　O冊ce，1892．　　　　　　　　　　　　　，1892．

内容　v．1．report．－v．2．　tables．－v．3、　provincial　編者　Hastings，　Warren

　　　　　　tables．　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L－4（756）5300026886

編者　Gait，　E．　A．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ribrary　has　also　in　printed　fbrm：

所蔵　　1：AMS－L4（665）5300026811　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1891）

　　　　　　2：AMS－L4（679）5300026829
　　　　　　3：AMS－L4（691）5300026837　　　　　　　　［01731

　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　書名　Bombay　and　its』datories［microfbrml／by

　　　　　　Ld．61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　　　W・W・Drew・－Micro6che　ed・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，1197－？］

［0170］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　29micro丘ches：map；9×13　cm
書名　The　lower　provinces　of　Bengal　and　their　　　叢書　Census　of　India，1891［microfbrml；v．7－8

　　　　　　』datories［microfbrm］／C・J・　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

　　　　　　O，DonnelL－Micro6che　ed・　　　　　　　　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the　Govt．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　　　　　Central　Press，1892．

形態　47micro丘ches：map；9×13　cm　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．

叢書　Census　of　India，18911microfbrm］　　　　　編者　Drew，　W．　W．

注記　Reproduction　in　micro6ches・Originally　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（774）5300026894

　　　　　　published：Calcutta：Printed　at　the　Bengal　　　　　pt．2：AMS－L4（782）5300026902

　　　　　　Secretariat　Press，1893・－The　provincial　　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　t・bl…see・C・n・u・・f　th・1・鴨・p・・vin・e・・f　　Ld．61－12（1891）

　　　　　　Bengal，1891［microfbrml〈000000225410＞．

内容　v．3．The　report．－v．4．　The　administrative　［0174】

　　　　　　tables・－v・5・The　caste　tables・　　　　　　　　書名　　Burma　report｛microfbrml／by　H．　L

編者　0’Donnell，　C．　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　Eales．－Micro6che　ed．

所蔵　3：AMS－L4（698）5300026845　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　　4：AMS－L－4（708）5300026852　　　　　　　　形態　　70　microfiches；9×13　cm

　　　　　　　5：AMS－L4（731）5300026860　　　　　　　叢書　Census　of　India，1891［microfbrml；Imperial

　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　series；v．9－10［＆11－12】

　　　　　　　Ld・61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micr面ches．　Originaユly

l・・7・1　　　　　　　§麟ぱ瓢vl，：：：蹴監Bu，m、
書名　Census　of　the　lower　provinces　of　Bengal，1891：　　　，1892．

　　　　　　　the　provincial　tables［microfbrm］／by　C・J・　　内容　v．1．　Operations　and　results，　with　two　maps，

　　　　　　　0’D・nn・ll・－Mi…6・he　ed・　　　　　　品u，　di。g，am，　an曲u，　apP・ndi・e・／by　H．　L

出版　Zug，　Switzerland：IDC，｛197－？］　　　　　　　　　Eales．－v．2．　Imperial　tables．－v．3．

形態　　11micro丘ches：map；9×13　cm　　　　　　　　　　provincial　tables，　containing　district，

叢書　Census　of　India，1891［microfbrm］　　　　　　　　　township，　circle，　and　village　tables　of　Lower

注記　Reproduction　in　micr西ches．　Originaユly　　　　　　　Burma．－v．4Provincial　tables，　containing

　　　　　　　published：Calcutta：Printed　at　the　Bengal　　　　　　　district，　township，　circle，　and　village　tables　of

　　　　　　　Secretariat　Press，1893．－See　also：The　lower　　　　　UpPer　Burma．

　　　　　　　provinces　of　Bengal　and　their　feudatories　　　編者　Government　of　India

　　　　　　　［microfbrml／C・J・0，Donnell・　　　　　　　　　　　　　Eales，　H．　L．

編者　0’Donnell，　C・J・　　　　　　　　　　　　　所蔵　1：AMS－L4（803）5300026910

所蔵　AMS－L4（745）5300026878　　　　　　　　　　　　2：AMS－L－4（816）5300026928
　　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　3：AMS－L4（834）5300026936

　　　　　　　Ld．61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4：AMS－L－4（853）5300026944

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

［01721　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1891）
書名　Beraエ，　or　the　Hyderabad　Assigned　Districts

　　　　　　　lmicrofbrm｝／by　Warren　Hastings．－Micro丘che　［0175】

　　　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　The　Central　Provinces　and　fbudatories

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　　　　［microfbrm］／by　B．　Robertson．－Micro丘che　ed．
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出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　叢書　Census　of　India，18911microfbrml；v．19－21

形態　21micro丘ches：map；9×13　cm　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

叢書C。n，u，。f　Indi・，1891［mi…飴・ml；v．11－12　　publi・h・d・C・1・utt・・0伍・e・f　th・．　．
注記R。p，。du。ti。n　in　mi。，。6・h・・．0・iginally　　　Sup・・int・nd・nt・f　G・v・mm・nt　P・intmg，　Ind’a

　　　　　　publi，h・d・ω・utt・・Omce・f　th・　　　　・1892・
　　　　　　Superintendent　of　Govt．　Printing，　India，1893．内容　pt・1・The　report　on　the　census・－pt・2・

内容pt．・．　Th。，ep。，t．－pt．2．　Imp・・i・l　t・bl・・and　Imp・・i・l　t・bl・・and・upPl・m・nt・・y・etu・n・品「

編者＝＝・etum＆　　　慧蒜遮惣講・＝蒜：bles
所蔵pt．1，　AMS．L．4（873）53…2695・　　　・t・t・・，　t・9・the「wlth　a　c品te　mdex・

　　　　　　pt．2：AMS．L4（883）5300026969　　　　　　編者　Maclagan，　E・D・

　　　　　　※Lib，a，y　h品。1，。　in　p，int・d飴・m・　　所蔵pt・1・AMS－L－4（995）5300027033

　　　　　　－2（・891）　　　　　；1：；：会21二毛：18：；1爵8：：霊

［01761　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

書名　Madras［microfbrm］／by　H．　A．　　　　　　　　　　Ld．61－12（1891）

　　　　　　Stuart．－Micro6che　ed．

出版Zug，　Switze，land，IDC，［・97－？］　　［°17gl．．　　．　．．

　　　　　　T。bl。，　A　t。　E，　B，iti，h　territ。，y，　t。bl・・飴・　　publi・h・d・B・mb・y・P・int・d品・H’s　Hlghners

　　　　　　飴ud・t・・y・t・t・・and・　t・ind・x・　　豊e還盟：霊n‡霊淵麗㌫懸

編者Stua・t，　H・A・　　　　　　　　St。am　P，ess，1893．・894．
所蔵 1臓lii　1．ii羅i　内容嶽竃嶽竃欝7ω

　　　　　　霊蹴）㎡s°mpr’nted飴「m：　　　　　　　　　＞u「「▲）▲’凸……－」…｝’…　　　　　　　　編者　Khan，　Mirza　Mehdy　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（1060）53。。。27。66

101771　　　　　　　　　　　　pt・2・AMS－L－4（1073）5300027074
書名　The　North．Western　Provinces　and　Oudh　　　　　　Pt・3：AMS－L－4（1087）5300027082
　　　　　　　［mi…飴・m］／by　D．　C．　Bailli・．－Mi…丘・he　ed・　　※Lib・a・y　h品・1・・in　p・int・曲・m：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　Ld・61－12（1891）

i嚥撒艦議㌶18馨2°1；麟＝by－i一

編者＝ぽ一P‥i　品　注記
所蔵　pt・1：AMS－L4（945）5300027009　　　　　　　　　1894；pt．2：Bombay：Printed　at　the　Bombay
　　　　　　　pt・2・AMS－L－4（963）5300027017　　　　Gazett。　P，inting　W。，㎏，・894．一・Publi・h・d

　　　　　　　賠麗鑑＝㍑，　　麟ダHi・Highnessth・M・h・・aj・

　　　　　　　Ld・61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

［0178】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Dalal，　Jamshedji　Ardeshir

書名　The　Punjab　and　its允udatories　lmicrofbrm］／　所蔵　pt・1：AMS－L－4（1105）5300027090

　　　　　　　by　E．　D．　M。。lagan．－Mi…丘・he　ed．　　　　pt・2・．　AMS－L4（1126）5300027108

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fb「m：

形態　65micro丘ches：map；9×13　cm　　　　　　　　　　Ld・61－12（1891）
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【0181】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Abbott，　H．　B、

書名　Mysore［microfbrm］／by　V．　N．　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（1243）5300027165

　　　　　　Narasimmiyengar．－Microfiche　ed≡　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（1257）5300027173

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？】　　　　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

形態　72microfiches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1891）

叢書　Census　of　India，1891［microfbrm］；v．25
注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　lO184】

　　　　　　published：BangaJore：Printed　at　the　　　　書名　Central　India［microfbrml／by　R・H・

　　　　　　Government　Central　Printing　Of6ce，　　　　　　　　Gunion・－Micro丘che　ed・

　　　　　　1893－1894．－SupPlement　to　the　Mysore　census出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］

　　　　　　report　of　1891　being　a　list　of　villages　in　the　　形態　12　microfiches；9×13　cm

　　　　　　Mysore　province　and　comparing　the　　　　　叢書　Census　of　India，1891［microfbrm］；v．27

　　　　　　populations　as　per　censuses　of　1891，1881＆　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

　　　　　　1871：see〈000000225873＞．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Calcutta：0伍ce　of　the

内容　pt．1．　Report　with　apPendices．－pt．2．　　　　　　Superintendent　of　Government　Printing，　India

　　　　　　Imperial　tables　l　to　16，　with　index　of　castes．一　　　　，1893・

　　　　　　pt・3．　Tables　17－A，　S7－B＆17－C，　with　index　編者　Gunion，　R．　H．

　　　　　　of　occupations．－pt．4．　Supplementary　tables，所蔵　AMS－L4（1260）5300027181

　　　　　　Ato　E，　and　special（local）tables，　A　to　D．　　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

編者　Narasimmiyengar，　V．　N．　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1891）

所蔵　pt．1：AMS－L4（1141）5300027116
　　　　　　pt．2・AMS－L－4（1155）5300027124　　［0185］

　　　　　　pt．3：AMS－L－4（1164）5300027132　　　　　書名　The　Kashmir　state：the　report　on　the　census

　　　　　　pt．4：AMS－L－4（1193）5300027140　　　　　　　　　and　imperial　and　supPlementary　tables

　　　　　　※Library　has　also　in　printed丘）rm：　　　　　　　　　　［microfbrm］／by　Rai　Bahadur　Pandit　Bhag

　　　　　　Ld．61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ram・－Microfiche　ed・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

10182】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　13micro丘ches；9×13　cm
書名SupPl・m・nt　t・th・My…ecen・us　rep・・t・f叢書C・n・u・・f　India，189・［mi，・。品，m］；v．28

　　　　　　1891being　a　list　of　villages　in　the　Mysore　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

　　　　　　province　and　comparing　the　populations　as　　　　　　published：Lahore：Printed　at　the

　　　　　　認隠蒜監灘1871　　盟藍搬隠孟ll∵In・lud…Imp・・’・1

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　編者　Ram，　Rai　Bahadur　Pandit　Bhag

形態　30micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（1272）5300027199
叢書C・n・u・・fIndi・，・89・｛mi…品・m］；v・25　　　※Lib，訂y』1，。　in　p，int。d品，m：

注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally　　　　　　　Ld．61－12（1891）

　　　　　　published：Bangalore：Mysore　Government

　　　　　　Central　Press，1895．－See　also：Mysore　　　lO186】

　　　　　　［microfbrml／by　V．　N．　Naエasimmiyengar　　　書名　Report　on　the　census　of　the　districts　of

　　　　　　〈000000225867＞．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ajmere－Merwara，　taken　on　the　26th　Fbbruary

編者　Narasimmiyengar，　V．　N．　　　　　　　　　　　　　1891［microfbrm］／by　B．　EgertonrMicro6che

所蔵　AMS－L4（1213）5300027157　　　　　　　　　　　ed・
　　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？］

　　　　　　Ld．61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　形態　4micro丘ches；9×13　cm

馨㌃3】R司pu＿［m＿m］／HB　撲蕊＝’櫟惣ムn瓠ly

出⇒㌶慧1蒜，1、　］　　i瀞櫟㍑蕊蹴in一
形態　17micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　編者　Egerton，　B．

館C・n・u・・fIndi・，・891［mi…飴・ml；v・26　所蔵AMS．L．4（・285）53…272・7
注記R・p［・du・ti・n　in　mi…丘・h…0・i∂n瓠ly　　　※Lib，a，y　h鎚al、。　in　p，int。d品，m：

　　　　　　麟蕊＝二蹴艦tin脇India　－2（・89・）

　　　　　　，1892．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0187］

内容　pt．1．　The　report，　imperial　tables，　and　　　　書名　Report　on　the　census　of　Calcutta，　taken　on　the

　　　　　　supplementary　returns．－pt．2．　The　　　　　　　　　26th　Fbbruary　1891［microfbrm］／by　H，　F．　J．

　　　　　　provincial　tables　and　remarks．　　　　　　　　　　　　T．　Maguire．－Micro6che　ed．
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出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　　　　※五brary　has　also　original　ed．：Ld．61－16，　and

形態　6microfiches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　in　printed　fbrm：Ld．61－12（1891）

慧：：蒜蒜器隠1㌣認n瓠ly　　・一〈・9・・〉一・

　　　　　　publi・h・d・C・1・utta・P・int・d　at　th・B・ng・1【0191】

　　　　　　Secretariat　Press，1891・　　　　　　　　　　書名　India［microfbrm］／by　H．　H．　Risley　and　E　A．

編者　Maguire，　H・F・J・T・　　　　　　　　　　　　　　　Gait．＿Micro丘che　ed．

所蔵　AMS－L4（1289）5300027215　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　形態　54　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　Ld・61－12（1891）　　　　　　　叢書C。n・u・・f　India，1901［mi・・曲・m］；v．1，　v．1－A

駆蒜＝：三？：品19留］　　麟ごごnlぽ言鷺：・
囎C・n・u・・fIndia，1891［mi…品・ml　　　　，ep。・t　i・b品・d／by　H．　H．　Ri・1・y

注記　Reproduction　in　micro6ches・Originally　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．一［pt．

　　　　　　publi・h・d・［C・・hin？］・P・int・d・t　th・C・・hin　　3．］Admini・t・ativ・v・lum・with・pP・ndix．－

　　　　　　Government　Press，1893・　　　　　　　　　　　　　　　［pt．4．］Ethnographic　apPendices，　being　the

内容　pt・1・The　review・－pt・2・The　final　census　　　　　data　upon　which　the　caste　chapter　of　the

　　　　　　tables，　with　apPendices・　　　　　　　　　　　　　　　　　　report　is　based．

編者　Menon・C・Achyuta　　　　　　　　　　　　編者　Risley，　Herbert　Hope，　Sir，1851－1911

所蔵　pt・1：AMS－1・－4（1295）5300027223　　　　　　　　　Gait，　E．　A．，1863－1950

　　　　　　pt・2：AMS－L－4（1300）5300027231　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（1360）5300027272

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（1378）　5300027280

　　　　　　Ld・61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IPt．3】：AMS－L4（1394）5300027298

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［pt．4］：AMS－L－4（1406）5300027306

【0189】　　　　　　　　　　　※Ub，a，y　h品。1，。　in　p・int・d品・m・nly　pt．
書名　　Report　on　the　census　of　Coorg／by　H・A・　　　　　　　1．2：Ld．61．12（1901）

　　　　　　Stuaエt．－Micro丘che　ed．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　［01g2】

形態　4micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　書名　Ajmer－Merwara［microfbrm】／by　R・C・

叢書　Census　of　India，1891［microfbrml　　　　　　　　　Bramley＝Micro丘che　ed．

注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originaユly　　　　出版　　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？l

　　　　　　published：Calcutta：0伍ce　of　the　　　　　　形態　　11　micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　Superintendent　of　Govt・Printing，　India，1893・叢書　　Census　of　India，19011microfbrml；v・2，2A

編者　Stuart，　H．　A・　　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

所蔵　AMS－L4（1305）5300027249　　　　　　　　　　　published：Ajmer：Printed　at　the　Rajputana
　　　　　　※互brary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　Mission　Press，1902．

　　　　　　Ld．61－12（1891）　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　T㌦bles．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Bramley，　R．　C．

10190】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（1414）5300027314
書名　　Report　on　the　census　of　Travancore，　taken　by　　　　　Pt．2：AMS－L4（1419）5300027322

　　　　　　command　of　His　Highness　the　Mahaエajah　on　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　豊ea漂㍑i農識，霊鴛ざ1漂もy　－2（・9・1）

　　　　　　V・Nagam　Aiya・－Micro6che　ed・　　　　　　　　［01931

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　書名　The　Andaman　and　Nicobar　Isla皿ds：report　on

形態　51micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　the　census［microfbrm］／by　Sir　Richard　C・

叢書　Census　of　India，1891［microfbrml　　　　　　　　　Tbmple．－Microfiche　ed．

注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　published：Madras：Addison＆Co．，1894・　　形態　　14　micro6ches：maps；9×13　cm

内容　v．1．Report．－v．2．　ApPendix．　　　　　　叢書　Census　of　India，1901〔microfbrm］；v・3

編者　Aiya，　V．　Nagam　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　microfiches・Originally

所蔵　1：AMS－L4（1309）5300027256　　　　　　　　　　published：Calcutta：0冊ce　of　the
　　　　　　2：AMS－L4（1332）5300027264　　　　　　　　　　　Superintendent　of　Government　Printing，1903．
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編者　Tbmple，　Richaエd　Carnac，　Sir，1850－1931　　　　　　　※Hbraエy　has　also　in　printed　fbrm：

所蔵　AMS－L－4（1425）5300027330　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1901）

　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbr血：

　　　　　Ld．61－12（1901）　　　　　　　［0197］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Report　on　the　census　of　Benga1，1901：

10194】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　administrative　volume［microfbrm］／by　E．　A．

書名　Assam［microfbrm］／by　B．　C．　　　　　　　　　　　Gait・－micro6che　ed・

　　　　　Allen．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？］

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　形態　7microfiches；9×13　cm

形態　　16micro丘ches；9×16　cm　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1901［microfbrm】

叢書　Census　of　India，1901［microfbrm］；v．4－4A　　注記　Reproduction　in　Micro丘che．　Originally

注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally　　　　　　　published：Calcutta：Bengal　Secretariat　Press

　　　　　published：Shillong：Printed　at　the　Assam　　　　　　　，1902．－see　also：〈BA47542419＞．

　　　　　Secretariat　Printing　O伍ce，1902．　　　　　　編者　Gait，　E．　A．，1863－1950

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　所蔵　AMS－L4（1511）5300027421

編者　Allen，　Basil　Copleston，1870－1935　　　　　　　　　　※Hbraly　has　also　in　printed　fbrm：

所蔵　pt．1：AMS－L4（1439）5300027348　　　　　　　　Ld．61－12（1901）

　　　　　pt．2：AMS－L4（1446）5300027355
　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed丘）rm：　　　　　　【0198】

　　　　　Ld．61－12（1901）　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Calcutta，　town　and　suburbs［microfbrm】／by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A．K．　Ray．－Micro丘che　ed．

［0195］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

書名　Baluchistan［microfbrm】／by　R・　　　　　　　形態　33　micro6ches；9×13　cm

　　　　　Hughes－Bull…－Micr・丘・he　ed・　　　　叢書C・n・u・・f　India，1901［mi…㊤・ml；v．7

出版　Zug，　Switzerland：IDC・｛197－？］　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

形態　21micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　published：Calcutta：Bengal　Secretariat　Press

叢書　Census　of　India，1901［microfbrml；v．5，5A，　　　　　，1902．－pt．2－4　by　J．　R．　Blackwood．

　　　　　5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　A　short　history　of　Calcutta．－pt．2．

注記　Reproduction　in　Micro丘che．　Originally　　　　　　　Report（administrative）．－pt．3．　Tabular

　　　　　published：Bombay：Printed　at　the，，　Times　of　　　　statistics．－pt．4．　Report（statistical）．

　　　　　India”Press，1902・　　　　　　　　　　　　編者　Ra脇A．　K．

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．　　　　Blackwood，　J．　R．

　　　　　3・Provinciaユtables・　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（1518）5300027439

編者　Hughes－Buller，　R．　　　　　　　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（1522）5300027447

所蔵　pt．1：AMS－L4（1455）5300027363　　　　　　　　pt．3：AMS－L4（1525）5300027454
　　　　　　pt．2：AMS－L－4（1462）5300027371　　　　　　　　　pt．4：AMS－L4（1545）5300027462
　　　　　　pt．3：AMS－L4（1465）5300027389　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　Ld．61－12（1901）

　　　　　　1、d．61－12（1901）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0199】

10196】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Berar［microfbrm］／by　Ardaseer　DinshaWli

書名　　The　lower　provinces　of　Bengal　and　their　　　　　　　Chinoy－Micro6che　ed．

　　　　　　企udatories　lmicrofbrm］／by　E・A・　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］

　　　　　　Gait・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　　　形態　18　micro6ches；9×13　cm

出版　Zug，　Switzerland：IDC・［197－？1　　　　　　叢書　Census　of　India，1901［microfbrml；v．8，8A，

形態　35micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　8B
叢書　Census　of　India・1901［microfbrm】；v・6，6A，　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　6B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Allahabad：Pioneer　Press，1902．

注記　Reproduction　in　Micro丘che・Originally　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．

　　　　　　published：Calcutta：Bengal　Secretariat　Press　　　　　3．　Provincial　tables．

　　　　　　・1902・－Administrative　volume：see　　　　　編者　Chinoy，　Ardaseer　Dinshawji

　　　　　　〈000000226289＞・　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS．L4（1551）5300027470

内容　pt・1・The　report・－pt・．2・The　imperiaユ　　　　　　pt．2：AMS－L4（1559）5300027488

　　　　　　tabl㏄・－pt・3・P・・vm・・al　t・bl…　　　　　pt．3・AMS－L4（1565）5300027496
編者　Gait，　E・A・，1863－1950　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　Ibrm：

所蔵　pt・1：AMS－L4（1476）5300027397　　　　　　　・　Ld．61－12（1901）

　　　　　　pt．2：AMS－L－4（1492）　5300027405

　　　　　　pt．3：AMS－L4（1506）5300027413　　　　　　【0200】



48

書名　　Bombay［microfbrm］／by　R．　E．　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Enthoven．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1901）

鵠鑑蕊霊鶉：』ヤ：よ19τ？］　【・2・3】　．．
館C・n・u・・fIndi⇒19・・lmi・輌m］；ぽ9へ書名 隠1；盟：隠｛器輌1／by　R　V

注⇒：。du，t一噂一i卿；麟蕊㍑㍊：㍗？］
　　　　　　＝蒜＝麗聯he　叢r霊瓢蹴・9・・［micr・《・鋼
内容　pt・1・1｝epPrt・－pt・2・Imperial　tables・－pt・　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally

　　　　　　3・P「°vlnclal　tables・　　　　　　publi，h。d、　pt．・＆［3】、　P，。vin。i・l　t・bl…

編者　Enthoven，　R・E・　　　　　　　　　　　　　　　　　NagPur：Printed　at　the　Secretariat　Press．－pt．

所蔵　pt・1：AMS－L4（1569）5300027504　　　　　　　　　2：Allahabad：Pioneer　Press，1902．
　　　　　　pt・2：AMS－L4（1577）5300027512　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　T㌦bles．－lpt．

　　　　　　pt・3・AMS－L－4（1595）5300027520　　　　3．］P・・vin・i・1　t・bl・・．

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　編者　Russell，　R．　V．

　　　　　　Ld・61－12（1901）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（1675）5300027603

［・2・・］　　　　　　　謡］、舗ま詮瓢）51111＝9
書名　　Bombay：town三island［microfbrm］／by　S・　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　M・Edw肛d…－Mlc・・6・he　ed・　　　　　Ld．61－12（1901）
出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］

形態　　19micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　［0204】

叢書　Census　of　India，1901［microfbrm］；v．10，11，　書名　Coorg：report　and　tables［microfbrm］／by　W・

　　　　　　11A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Francis．－Micro丘che　ed．

注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originaユly　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l

　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the，，　Times　of形態　　2　micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　India”Press，1901．　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1901［microfbrm】；v・14

内容　pt．4．　History．－pt．5．　Report．－pt．6：　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally

　　　　　　Tables．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Madras：Printed　by　the

編者　Edwardes，　S．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent　Govt・Press，1902・

所蔵　pt．4：AMS．L4（1603）5300027538　　　　　編者　Francis・W・
　　　　　　pt．5：AMS－L4（1608）5300027546　　　　　所蔵　AMS－L－4（1707）5300027637

　　　　　　pt．6：AMS－L4（1613）　5300027553　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　※Hb，誠y　h翻，。　in　p，int。d㊤・m・　　　　Ld・61－12（1901）

　　　　　　Ld・61－12（1901）　　　　　　1・2・51

［・2・2］　．　　　　　書名2隠］惣鵠！よyW
酩 ：＝隠麗肥C・C’　　出版Zu脇Switze・land・IDC，［・9τ？］

誌＝ご霊；6隠m　肇馨譲隠蹴蒜ぽ・砥
叢書C・n・u・・fIndi・・1901［mi…品・m］；v・12，12A，注記R。p，。du，ti。n　in　mi，，。丘。h。，．0，ゆally

　　　　　　12B，12C　　　　　　　　　　publi、h。d、　M。d，品，P，int。d　by　th・
注記　Reproduction　in　micro丘ches・Originally　　　　　　　Superintendent　Govt．　Press，1902．

　　　　　　published：Rangoon：0伍ce　of　the．　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．

　　　　　　Superintendent　of　Govemment　Printlng，　　　　　　　3．　Provincial　tables．

　　　　　　Burma，1902－1905・　　　　　　　　　　　編者　Francis，　W．

内容　pt・1・RepPrt・－pt・2・Imperial　tables・－pt・　所蔵　pt．1：AMS－L－4（1709）5300027645

　　　　　　3・P・・vin・・al　tabl…L・w・・Bu・ma・－pt・4　　pt．2、　AMS－L4（1718）5300027652

　　　　　　P・・vin・ial　t・bl・・，　npP竺Buma，　Th・Shan　　pt．3，　AMS－L－4（1729）5300027660

　　　　　　St・t…㎝d　th・Chln　H・ll・・　　　　　　※Lib，a，y　h品al、。　in　p，int。dわ・m・

編者　Lowis，　C．　C．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1901）

所蔵　pt．1：AMS－L4（1622）5300027561
　　　　　　pt．2：AMS－L4（1630）5300027579　　　　　　｛0206】

　　　　　　pt．3：AMS↓4（1642）5300027587　　　　　書名　N．－W．　Provinces　and　Oudh［microfbrm］／by　R．

　　　　　　pt．4：AMS－L4（1656）5300027595　　　　　　　　　Burn．－Micro6che　ed．
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出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？1　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

形態　27micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　published：pt．1：Bombay：Printed　at　the
叢書　Census　of　India，1901［microfbrm］i　v．16，16A，　　　　”Times　of　India”Press・1902・－Originally

　　　　　　16B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Published：pt．2＆3：Baroda：Printed　at　the

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　OriginaUy　　　　　　　”Government　Press”，1902・

　　　　　　published：Allahabad：Printed　by　the　　　　内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・－pt・3・

　　　　　　Superintendent，　Government　Press，1902．　　　　　　　Provincial　tables・

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．　編者　Dalal・Jamshedji　Ardeshir

　　　　　　3．Provincial　tables　and　apPendices．　　　　　所蔵　pt・1：AMS－L4（1793）5300027728

編者　Burn，　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt・2：AMS－L4（1815）5300027736

所蔵　pt．1：AMS－L4（1736）5300027678　　　　　　　　　pt・3：AMS－L4（1821）5300027744
　　　　　　pt．2：AMS－L4（1745）　5300027686　　　　　　　　　※Libraエy　ha3　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　pt．3・AMS－L－4（1760）5300027694　　　　Ld・61－12（1901）
　　　　　　※Ub，a，y　has瓠，。　in　p，int。d飴，m，　　　　※Lib・a・y　h品・1・・in・・i鯉・d・・

　　　　　　Ld．61．12（1901）　　　　　　　　Ld・61－12（1901）

［0207】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10210】
酩Th。　Pu司ab，　it、丘ud。t。，i。，，　and　the　　酩C・nt・al　I三di・［mi…飴・ml／by　C・E舳・d

　　　　　　：：瓢鵠隠鷲ce［mi…飴・m】／by出版隠隠離；；C，［19τ？］

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　形態　25　micro6ches；9×13　cm

霞＝竺鑑蒜＿］；〃7叢書鴇sus°find’三1！1［m’c「°〔1典

注記

所蔵P三ぷL4（・7r3）ラ3…277・2　所⊇：；：鵠二；：ll｝1；鵠888鵜

　　　　　　※Ub・a蝋一・・mp・mt・d品・m・　　　　pt．3・AMS－L4（1841）5300027777
　　　　　　「d・61－12（1901）　　　　　　　　※Lib，a取h翻al，。　in　p，int。d品，m：

1・2・8】　　　　　　　　　　Ld・61エ12（19°1）
書名　Punjab（British　territory　and　native　states）　　【0211】

　　　　　　麟＝蒜監灘｝nce［m’c』］／書名認・hin／byM・S・n㎞・M・n・…Micr・丘・h・

出版Zug・S㎡tze・1㎝d・IDC，［197－？］　　　出版Zug，　S頑tz』d、IDC，［197．？］

形態　　17micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　形態　　12　micro丘ches；9×13　cm

叢書C・n・u・・fIndi・・1901［mi…飴・ml；v・17A　囎C・n・u・・f　India，190・［mi，，。伽m］；v．20，20A

注記　Rep［oduction　in　micro丘ches・Originally　　　注記　pt．1：0riginaユly　published：Ernakulam：

　　　　　　P三セ1・sh・d・Lah・・e・P・int・d・t　th・”Civil㎝d　　p・int・d・t　th・C・・hin　G・v・mm・nt　P・ess，

　　　　　　Mll・t・・y　Gazett・”P・e銘，1902・つt・1・Th・　　1903．－pt．2、　O・igin凪ly　publi，h。d，

　　　　　　report　on　the　census：see〈BA47586094＞・　　　　　　　　Ernakulam：Printed　at　the　Cochin

内容　pt・2・Tables・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Press，1902．

編者　Rose，　H・A・　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．

所蔵　pt・2：AMS－L－4（1776）5300027710　　　　　編者　Menon，　M．　Sankara

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（1849）5300027785

　　　　　　Ld．61－12（1901）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（1858）　5300027793

［・2・gl　　　　　　　霊認描a’s°inp「inted品「m：
書名　Baroda【microfbrm】／by　Jamshedji　Ardeshir

　　　　　　Dala1．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　　　［0212】

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　書名　Gwalior［microfbrm］／by　J．　W．　D．

形態　31micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　．　Johnstone．－Micro丘che　ed．

叢書　Census　of　India，1901【microfbrm］；v．18，18－A，出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？］

　　　　　　18－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　22micro丘ches：maps；9×13　cm
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叢書　Census　of　India，1901［microfbrm］；v．21，21A　所蔵　pt．1：AMS－L－4（1917）5300027868

注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally　　　　　　　Pt・2：AMS－L－4（1946）5300027876

　　　　　published：Lucknow：Newal　Kishore　Steam　　　　　　Pt・3：AMS－L－4（1972）5300027884

　　　　　Printing　Press，1902．　　　　　　　　　　　　　　　pt・4：AMS－L4（1998）5300027892

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　※nbraエy　has　also　in　printed　fbrm：

編者　Johnstone，　J．　W．　D．　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1901）

所蔵 ；1：；：＝二1811；1；88：；ll1；　【・2・6］．　　　　．
　　　　　罐蹴）訓・・inp・’nt・d飴・m・　書名毘」Putana／byAD’Banne「ma⊇「°丘che

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？｜

102131　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　40micro丘ches：maps；9×13　cm
書名　Hyderabad［microfbrm］／by　Mirza　Mehdy　　　叢書　　Census　of　India，1901［microfbrml；v．25，25A，

　　　　　Khan．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　25B

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally

形態　20micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　published：Lucknow：Newal　Kishore　Press，
叢書　　Census　of　India，19011microfbrm］；v．22，22A　　　　　1902・

注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　Tables．－pt．

　　　　　published：Hyderabad，　Deccan：A．　　　　　　　　　　　3．　Provincial　Tables．

　　　　　Venoogopaul　Pillai＆Sons，pt．1，1903，－pt．2編者　Bannerman，　A．　D．

　　　　　，1902・　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2026）5300027900

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（2034）5300027918

編者　Khan，　Mirza　Mehdy　　　　　　　　　　　　　　　pt．3：AMS－L－4（2055）5300027926

所蔵　pt．1：AMS－L4（1883）5300027827　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　pt．2：AMS－L4（1897）5300027835　　　　　　　　　Ld．61－12（1901）

　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：

　　　　　Ld．61－12（1901）　　　　　　　［0217】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Travancore／by　N．　Subramhanya

［0214】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Aiyar．－Micro丘che　ed．

書名　Kashmir／by　Khan　Bahadur　Munshi　Ghulam　出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？】

　　　　　Ahmed　Khan・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　形態　46　micro6ches：maps；9×13　cm

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　叢書　Census　of　India，1901［microfbrml；v．26，26A，

形態　14microfiches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　26B
叢書　Census　of　India，1901［microfbrm］；v・23，23A　注記　Reproduction　in　micro6che．．－part．1＆2：

注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally　　　　　　　Originally　published：Trivandrum：Printed　at

　　　　　published：Lahore：The”Civil　and　Military　　　　　the”Malabar　Mail，，　Press，1903．－part．3：

　　　　　Gazette，，　Press，1902．　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Trivandrum：Printed　at

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　the　Travancore　Government　Press，1903．

編者　Khan　Bahadur　Munshi　Ghulam　Ahmed　Khan　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　Tables．－pt．

所蔵　pt．1：AMS－L4（1903）5300027843　　　　　　　　　3・Provincial　Tables・

　　　　　pt．2：AMS－L4（1907）5300027850　　　　　編者　Aiyar，　N．　Subramhanya

　　　　　※Libraエy　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2066）5300027934

　　　　　Ld．61－12（1901）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（2082）　5300027942
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．3：AMS－L－4（2093）5300027959

10215】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

書名　Mysore／by　T・Ananda　Row・－Micro6che　ed・　　　　Ld．61－12（1901）

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

形態　　109micro丘ches：ill；9×13　cm　　　　　　　　　　　＊一〈1911＞一＊

叢書　Census　of　India，1901【microfbrm］；v．24，24A，

　　　　　24B，24c　　　　　　　　　lO218」
注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally　　　　書名　India［microfbrm］／by　E・A・Gait・－Micro丘che

　　　　　published：Bangalore：OHice　of　the　　　　　　　　　　　　ed・

　　　　　Superintendent　of　Govt．　Printing，　in　Mysore，出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　1903．　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Cer田us　of　India，1911【microfbrm］；v．1

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables，　part　A，　I　to　XI．注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally

　　　　　－pt．3．　Tables，　part　A，　XI－A　to　XV－A．－pt．　　　　　　published：CaJcutta：Superintendent

　　　　　4．T己bles，　paエt　A，　XVI－D＆part　B．　　　　　　　　　　Government　Printing，　India，1913．

編者　Row，　T．　Ananda　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．
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編者　Gait，　E．　A．，1863－1950　　　　　　　　　　　形態　41　micro丘ches：maps；9×13　cm

所蔵　pt．1：AMS－L4（2112）5300027967　　　　　叢書　Census　of　India，1911［microfbrm］；v．5

　　　　　pt・2：AMS－L4（2126）5300027975　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originaユly

　　　　　※五brary　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　published：Calcutta：Bengal　Secretariat　Book

　　　　　Ld．61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Depot，1913．

馨碧9】T＿＿N＿＿．　内容漁竃ti蕊鶯灘滅
　　　　　［microfbrm］／by　R．　F．　Lowis．－Microfiche　ed．　　　　　volume．

出版　Zug・Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　編者　O，Malley，　L．　S．　S．

形態　5micro6ches：iii・，　maps；9×13　cm　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（2165）5300028031

叢書　Census　of　India，1911［microfbrm］；v．2　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（2183）5300028049

注記　Reproduction　in　micro丘ches．　Originally　　　　　　　pt．3：AMS－L4（2195）5300028056

　　　　　published：Caユcutta：Superintendent　　　　　　　　pt．4：AMS－L4（2204）5300028064
　　　　　Government　Printing，　India・1912・－pt・1：　　　　　　※Library　has　also　in　printed丘）rm：

　　　　　R・p・・t・－pt・2・克bl㏄・　　　　　　　Ld．61－12（1911）
編者　Lowis，　R．　F．

所蔵　pt．1［＆］pt．2：AMS－L4（2138）5300027983　【0223】

　　　　　※L・ibrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　書名　　City　of　Calcutta［microfbrml／by　L．　S．　S．

　　　　　Ld．61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，Malley－Micro丘che　ed・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

10220］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　9micro丘ches；9×13　cm

書名Ass？司mi…9・m］／by　J・　　　　鮪C・n・u・・f　India，・91・｛mi。，。品，m］；v．6

出版漂㌫㍑嚇÷醐　　注記蒜：麗i㌫瓢：㌶＝atB。。、
形態　　13micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Depot，1913．

叢書　Census　of　India・1911［microfbrm］；v・3　　　　内容　pt．1．　Report，－pt．2．　Tables．－pt．3．

注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally　　　　　　　Administrative　volume．

　　　　　published：Shillong：Printed　at　the　Assam　　編者　0，Malley，　L．　S．　S．

　　　　　Secretariat　Printing　OHice，1912・　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（2206）5300028072

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（2209）5300028080

編者　McSwiney，　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．3：AMS－L4（2213）5300028098

所蔵　pt．1：AMS－L－4（2143）5300027991　　　　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　pt．2：AMS－L－4（2149）5300028007　　　　　　　　　Ld．61－12（1911）

　　　　　※Hbrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　1、d．61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0224】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Bombay［microfbrm】／by　R　J．　Mead　and　G．

［0221】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Laird　MacGregor．－Micro丘che　ed．

書名　Baluchistan［microfbrm1／by　Denys　　　　　出版　zug，　switzerland：IDc，［197－？］

　　　　　Bray・－Microfiche　ed・　　　　　　　　　　　　形態　　30　micro丘ches：maps；9×13　cm

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　叢書　Census　of　India，1911［microfbrm］；v．7

霊馨＝罐；㍑梱，＿］；肌、注⊇＝＝溜濃㌍ly
注記　Reproduction　in　micro6che．　Originaユly　　　　　　　Government　CentraユPress，1912－1913．

　　　　　published：Calcutta：Superintendent　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．

　　　　　Government　Printing，　India，1913・　　　　　　　　　　3．　Administrative　report．

内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・　　　　　　　編者　Mead，　R　J．

編者　Bray，　Denys　　　　　　　　　　　　　　　　　　MacGregor，　G．　Laird

所蔵　pt．1：AMS－L4（2156）5300028015　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2215）5300028106
　　　　　pt．2：AMS－L－4（2162）5300028023　　　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（2226）5300028114

　　　　　　※Ubrary　ha8　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　pt．3：AMS－L－4（2242）5300028122

　　　　　Ld．61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1911）
［0222】

書名　Bengal，　Bihar　and　Orissa　and　Sikkim　　　　　【0225】

　　　　　　lmicrofbrm】／by　L　S・S・0’Malley＝Micro丘che　書名　Bombay：Town　and　Island［microfbrm］／by　R

　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．　Mead　and　G．　Laird　MacGrego卜Micro6dle

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　　　　ed．
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出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　編者　Molony，　J．　Chartres（John　Chartres），1877一

形態　8micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　所蔵　AMS－L4（2292）5300028197
叢書　Census　of　India，1911［microfbrm｝；v．8　　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally　　　　　　　Ld．61－12（1911）

　　　　　　published：Bombay：Printed　at　the
　　　　　　Government　Central　Press，1912．　　　　　　　【0229】

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　書名　Madras【microfbrm］／by　J・Chartres

編者　Mead，　R　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Molony－Micro6che　ed・
　　　　　　MacGregor，　G．　Laird　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

所蔵　pt．1：AMS－L4（2245）5300028130　　　　　形態　17　micro丘ches：maps；9×13　cm
　　　　　　pt．2：AMS－L4（2247）5300028148　　　　　叢書　Census　of　India，1911［microfbrm］；v・12

　　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che・Originally

　　　　　　Ld．61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Madras：Printed　by　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent，　Government　Press，1912．一

［0226】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．1：，，　The　Section　dealing　with　industries

書名　　Burma［microfbrm］／by　C．　Morgan　　　　　　　　　　and　industrial　occupations　in　the　Presidency

　　　　　　WebbrMicro丘che　ed．　　　　　　　　　　　　　　by　Al丘ed　Chatterton”．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　a皿d　provincial

形態　21micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　tables．－pt．3．　Administrative　report・

叢書　Census　of　India，1911［microfbrm】；v．9　　　　編者　Molony，　J．　Chartres

注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2294）5300028205

　　　　　　published：Rangoon：OHice　of　the　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（2302）5300028213

　　　　　　Superintendent，　Government　Printing，　Burma　　　　pt．3：AMS－L4（2310）5300028221

　　　　　　，1912．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　Ld．61－12（1911）

編者　webb，　C．　Morgan
所蔵　pt．1：AMS－L－4（2253）5300028155　　　　　【02301

　　　　　　pt．2：AMS．L4（2266）5300028163　　　　　書名　The　city　of　Madras：statistical　tables・

　　　　　　※Lib，a，y　has副、。　in　p，int。d飴，m、　　　　c・mpil・触th・・cc品i・n・f　th・r・n・u・・f

　　　　　　－2（・9・1）　　　　　；1儒麗s1蒜：灘：麟ご゜飴「ml／by

【0227】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

書名　CentraJ　provinces＆Beraエ［microfbrm］／by　J．　形態　3micro丘ches；9×13　cm

　　　　　　T．Maエten．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1911｛microfbrml

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？1　　　　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．　Originally

形態　18micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　published：Madras：Printed　by　the
叢書　Census　of　India，1911｛microfbrm】；v．10　　　　　　Superintendent・Government　Press，1912・一
注記　Reproduction　in　microfiche．　Originally　　　　　　　”A　chapter　on　the　industries　of　the　city　by

　　　　　　published：pt．1：Calcutta：Superintendent　　　　　　Alfred　Chatterton”・

　　　　　　Government　Printing，　India，1912．－pt．2：　　編者　Molony，　J・Chartres（John　Chartres），1877－

　　　　　　Allahabad：Printed　at　the　Pioneer　Press，　　　　　　　Chatterton，　Alfred

　　　　　　lg12．　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L－4（2311）5300028239

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

編者　Marten，　J．　T．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1911）

所蔵 ；1：；：＝：1認lll：8：；1｝；　【・23・1

　　　　　　霊謡認・・in・int』　 書名 き：麟＝ぽぽ一m］／by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？1

【02281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　13micro丘ches：map；9×13　cm
書名　Coorg：report　and　tables［microfbrm］／by　J．　叢書　Census　of　India，1911［microfbrm］；v．13

　　　　　　ChaTtres　Molony＝Micro6che　ed・　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．　Originally

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？］　　　　　　　　　published：Peshawar：Printed　at　the

形態　2micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　Commercial　Press，　by　D．　C．　Anand＆Sons．

叢書　Census　of　India，1911【microfbrm】；v．11　　　　　　Govt・Printers，　N・－W・F・Province，1912・

注記　Reproduction　in　micro6ches．　OriginaUy　　　　内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・

　　　　　　published：Madras：Printed　by　the　　　　　編者　Latimer，　C．

　　　　　　Superintendent　Govt．　Press，1912．　　　　　所蔵　pt．1［＆］pt．2：AMS－L－4（2314）5300028247
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　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　10235】

　　　　　　Ld・61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　書名　Central　India　agency：report　and　tables

［・232】　　　　　　　　ご瓢1。膿£「C・E・

注記

麟…鷲鷲＝il鋤編者謡1＝n＆In◎＆
内容pt．1．　R。p。，t．－pt．2厄bl。，．－pt．3．　所蔵AM『－L－4（2414）53°°°28684

　　　　　　ApP・ndice，　t。　th。　imp。，i。l　t。bl。，．　　　　※Hb・a・y　h品・1・・in　p・int・d

編者　Kaul，　Pandit　Harikishan　　　　　　　　　　　　　　fbrm：Ld・61－12（1911）

所蔵pt・1・AMS－L－4（2327）53…28254　　［・236】

［0233】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1911［microfbrml；v．18

書名　United　Proマinces　of　Agra　a皿d　Oudh　　　　　注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally

　　　　　　［microfbrm］／E．　A．　H．　Blunt．－Micro丘che　ed．　　　　　published：Ernakulam：Printed　at　the　Cochin

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］　　　　　　　　　　Goverllment　Press，1912・

形態　37micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．

叢書　Census　of　India，1911［microfbrm］；v．15　　　編者　Menon，　C・Achyuta

注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally　　　　所蔵　pt．1【＆］pt．2：AMS－L－4（2423）5300028692

　　　　　　published：Allahabad：Printed　by　F』uker，　　　　※互brary　has　also　in　printed｛brm：

　　　　　　SΦerintendent，　Government　Press，　　　　　　　　　Ld．61－12（1911）

　　　　　　1912－1915．

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．　【02371

　　　　　　3・Provincial　tables　and　apPendices．　　　　　書名　Hyderabad　State［microfbrml／Mahomed

編者　Blunt，　E・A．H．（Edward　Arthur　Henry），　Sir，　　　　　Abdul　Majid・－Micro丘che　ed・

　　　　　　187τ1941　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】

所蔵　pt．1：AMS－L4（2361）5300028288　　　　　形態　15　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　pt・2・AMS－L4（2373）5300028296　　叢書C・n・u・・f　India，1911［mi…品・m］；v．19
　　　　　　pt・3：AMS－L4（2395）5300028304　　注記R・p・・du，ti。n　in　mi，，。6。h。．0，iginally

　　　　　　※Lib・a・y　h品・1・・in　p・int・d品・m・　　　　publ拍h・d・pt．1、　B。mb。y、P，int。d。t　th。

　　　　　　Ld・61－12（1911）　　　　　　　　　Tim・・P・ess，1913．．pt．2，　Secund。，abad：

寳碧4】B｛［竺＿ml／by＿ndbhaH　篶罐耀麟蒜晋
出版：：1霊；＝e，e；C，［、9τ？］　内容；1蒜：鑑P－mp・・i・land

形態16mi…丘・h…map；9X・3・m　　　縮Majid，　M血。m。d　Abdul
蛙C・n・u・・fIndi・，1911［micr・品・m］；v・・6，・6A所蔵pt．・、　AMS．L4（243・）53…287・・

注記R・p・・du・ti・n　in　micr・丘・h・・O・iginally　　　Pt．2・AMS．L4（2435）5300028718

　　　　　　publish・d・B・mb堅・P・int・d・t　th・Tim・・　　※nb，飢y　h品al、。　in　p，int。d品，m：

内容詑認＝1鑑，濃ll麟；こ　Ld・6H2（・9・・）

別書名Baroda　State　　　　　　　　　　　　　　　　　lO238】

編者　Desai，　Govindbhai　H．　　　　　　　　　　　書名　Kashmir／by　Matin－Uz－Zaman

所蔵　pt．1：AMS－L4（2398）5300028668　　　　　　　　　Khan．－Micro丘che　ed．

　　　　　　pt．2：AMS－L4（2409）5300028676　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　形態　15　micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　　Ld・61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1911｛microfbrm】；v．20
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注記　Reproduction　in　micro6che．　Originally　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　published：Luc㎞ow：Printed　at　the　Newul　　　　Ld．61－12（1911）

　　　　　　Kishore　Press，1912．

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　＊一〈1921＞一＊

縮Khan，　Matin’Uz－Z…　　　　　［・242】
所蔵 ll：；：会謡1：毛：1麟1；1：1㌶　書名蒜。巴蒜霊（。留・T

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？1

　　　　　　飴・m・Ld・61－12（1911）　　　　　形態2・mi。，。丘。h。，、m。p、；9X・3。m

【0239」　　　　　　　　　　叢書C・n・u・・fIndi・，1921［mi…品・m］；v・1
書名　Mysore／by　V．　R．　Thyagaraja　噛　　　　　注記　Reproduction　in　micro6che・．Originally

　　　　　　Aiya・．－Mi…6・he　ed．　　　　　　　publi・h・d・ω・□・・Supρrlnt・nd・nt
出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　Govemment　P「lntmg・Indla，pt・1：1924，’pt・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　ln　pnnted　fbrm：
内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1」d．61－12（1921）

編者　Aiyar，　V．　R．　Thyagaraja

所蔵　pt．1：AMS－L4（2460）5300028742　　　　　【0243］
　　　　　　pt・2：AMS－L－4（2467）5300028759　　　　　書名　The　Andaman　and　NicobaエIslands

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　［microfbrm】／by　R．　F．　Lowis．－Micro丘che　ed．

　　　　　　Ld・61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？1

9誉・］R司putan。and勾m。FM。＿，a／by＿讐：㌶聯覧・；認・㌫2

叢書　Census　of　Indla，1911［mlcrofbrml；v・22　　　所蔵　AMS．L4（2528）5300028825

注記

　　　　　　Calcutta：Superintendent　Government　　　　lO244］

　　　　　　Printing，　India，1912・　　　　　　　　　　書名　Assam［microfbrm】／by　G．　T．

内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・　　　　　　　　　　Lloyd．－Micro6che　ed．

編者　Kealy，　E・H・　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

所蔵　pt・1：AMS－L4（2475）5300028767　　　　　形態　18　micro丘ches：maps；9×13　cm
　　　　　　pt・2・AMS－L4（2483）5300028775　　叢書Censu・・f　India，1921［mi…飴・m］；v．3

　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

　　　　　　I・d・61－12（1911）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Shillong：pt．1：Printed　at　the

［・24・1　　　　　　　㌫v＝nl隠鑑監6言鑑：’畷t
書名 ㌫篭ぽ』ub「amhanya　2璽蹴竺一一bl・＆
出版Zug，5wlt・e・1㎝d・IDC，［197－？］　　所蔵pt．・、　AMS．L4（253・）53…28833

形態15m・c・・丘・h・・；9×13・m　　　　　　pt．2、　AMS．L4（2538）5300028841
叢書　Census　of　India・1911【microfbrm］；v・23　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

注記　Reproduction　in　micro丘che・Originally　　　　　　　Ld．61－12（1921）

　　　　　　published：Trivandrum：Printed　at　the

　　　　　　，Ananda　Press，，1912．　　　　　　　　　　　　　　10245］

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables・　　　書名　Administrative　report　of　the　census　of　Assam，

編者　Aiyaエ，　N．　Subramha皿ya　　　　　　　　　　　　　　1921【microfbrm］／by　G．　T』loyd．－Micro6che

所蔵　pt．1：AMS－L4（2492）5300028783　　　　　　　　　ed・
　　　　　　pt．2：AMS－L4（2502）5300028791　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？】
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形態　　1micro6che；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　in　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1921［microfbrm］　　　　　　　　　Ld・61－12（1921）

注記　Reproduction　in　micro6ches．－Originally
　　　　　　publi，h。d、　Shill。ng，P，int。d。t　th。　Assam　lO249］

　　　　　　Secretariat　Printing　OfHce，1923．　　　　　　　書名　　Bihar　and　Orissa｛microfbrm］／by　R　C・

編者　Lloyd，　G．　T．　　　　　　　　　　　　　　　　　　☆llents＝Micro6che　ed・

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　Ld．61－12（1921）　　　　　　　　　　　　　　形態　　17　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1921［microfbrml；v．7

［02461　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

書名　BaJuchistan［microfbrm】／by　T・C・Fbwle　and　　　　published：Patna：Superintendent，

　　　　　　Diwan　Jamiat　Ra仁Micro6che　ed．　　　　　　　　　　Government　Printing，　Bihar　and　Orissa，1923．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？1　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

形態　8micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　編者　Tallents，　R　C．

叢書　Census　of　India，1921［microfbrm］；v・4　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2596）5300028924

注記　Originally　published：Calcutta：　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（2605）5300028932
　　　　　　Superintendent　Government　Printing，　India，　　　　　※Library　has　also　in　printed丘）rm：

　　　　　　1923．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1921）

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

編者　Fbwle，　T．　C．　　　　　　　　　　　　　　　102501

　　　　　　Rai，　Diwan　Jamiat　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Bombay　Presidency［microfbrm］／by　L　J．

所蔵　pt．11＆］pt．2：AMS－L－4（2550）5300028866　　　　　Sedgwick・－Micro丘che　ed・

　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］

　　　　　　Ld．61－12（1921）　　　　　　　　　　　　　　形態　33　microfiches：maps；9×13　cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，19211microfbrm］；v．8

［0247】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

書名　Bengal［microfbrml／by　W・H・　　　　　　　　　published：pt．1－3：Bombay：Printed　at　the

　　　　　　Thompson・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　　　　　Government　Central　Press，1922－1923．－pt．4：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？】　　　　　　　　　Poona：Printed　at　the　Yeravda　Prison　Press，

形態　29micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　1923．
叢書　Census　of　India，1921［microfbrm］；v・5　　　　内容　pt，1．　General　report／by　L．　J．　Sedgwick．一

注記　pt．3：Bengal　and　Sikkim．－Reproduction　in　　　　　pt．2．　Tables：imperial　and　provincial／

　　　　　　microfiche．－Originally　published：Calcutta：　　　　　compiled　by　r．　J．　Sedgwick．－pt．3．　Report

　　　　　　pt．1－2：Bengal　Secretariat　Book　Depot．；－pt．3：　　　　and　tables－Aden／by　E．　M．　Duggan．－pt．4．

　　　　　　Bengal　Secretariat　Press，1923．　　　　　　　　　　　Administrative　report／by　L　J．　Sedgwick．

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．－pt．3．　　　編者　Sedgwick，　L．　J．

　　　　　　Administrative　volume．　　　　　　　　　　　　　　Duggan，　E．　M．

別書名Bengal　and　Sikkim　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2613）5300028940

編者　Thompson，　W．　H．　　　　　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（2627）5300028957
所蔵　pt．1：AMS－L4（2558）5300028874　　　　　　　　　pt・3：AMS－L－4（2640）5300028965
　　　　　　pt．2：AMS－L－4（2571）5300028882　　　　　　　　　pt・4：AMS－L4（2642）5300028973

　　　　　　pt．3：AMS－L－4（2585）5300028890　　　　　　　　　※Library　has　also　in　prhlted　fbrm：

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　Ld．61－12（1921）and　only　pt．30n　micro丘lm：

　　　　　　Ld．61－12（1921）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AM早L48

［0248］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0251】

書名　City　of　Calcutta［microfbrml／by　W．　H．　　　書名　Report　and　tables－Aden／by　E．　M．　Duggan

　　　　　　Thompson・－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？1　　　　　　　　　1981

形態　9micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
叢書　Census　of　India，1921［microfbrml；v．6　　　　叢書　Census　of　India，1921；v．8；Bombay

注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally　　　　　　Presidency；Pt．3
　　　　　　published：Calcutta：Bengal　Secretariat　Book　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Depot，1923．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　T㎞bles．　　　　　　　注記　Originally　published：Bombay：Printed　at　the

編者　Thompson，　W．　H．　　　　　　　　　　　　　　Govt・．Central　Press，1923－42　P・・

所蔵　pt．1：AMS－L4（2587）5300028908　　　　　編者　Duggan，　E・M・

　　　　　　pt．2：AMS－L4（2591）5300028916　　　　　所蔵　AMF－L48　5400029772
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※Library　has　aユso　pt．1－4　in　printed　fbrm：　　所蔵　pt．1：AMS－L4（2686）5300029039

Ld．61－12（1921）and　on　micro丘che：　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（2692）5300029047

AMS－L4（2613），　S2627），　S2640），　S2642），　S　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

110304952　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1921）

【0252j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［02551

書名　Cities　of　the　Bombay　Presidency　lmicrofbrm］／　書名　Coorg：report　and　tables［microfbrm］／by　K・

　　　　　　by　L．　J．　Sedgwick．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　N．　Subbaエaya．－Micro丘che　ed．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

形態　14microfiches：maps；9×13　cm　　　　　　形態　3micro丘ches：maps；9×13　cm
叢書　Census　of　India，1921［microfbrm】；v．9　　　　叢書　　Census　of　India，1921【microfbrml；v．12

注記　Reproduction　in　micro6che．－Originally　　　注記　Reproduction　in　micro6ches．－Originally

　　　　　　published：pt．1：Poona：Printed　at　the　　　　　　　published：Madras：Printed　by　the

　　　　　　Yeravda　Prison　Press，1922．－pt．2：Bombay：　　　　Superintendent，　Government　Press，1923．

　　　　　　Printed　at　the　Government　Central　Press・　　編者　Subbaraya，　K．　N．

内容　pt．1．　Report・－pt・2・Tables・　　　　　　　所蔵　AMS－L4（2704）5300029054

編者　Sedgwick，　L　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：

所蔵　pt．1：AMS－L－4（2646）5300028981　　　　　　　　Ld．61－12（1921）

　　　　　　pt．2：AMS－L4（2651）　5300028999
　　　　　　※Lib，a，y　h⊇、。　in　p・int。d飴・m・　　［02561

　　　　　　Ld．61－12（1921）　　　　　　　　　　　　　　書名　Madras［microfbrm］／by　G・T・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Boag．－Micro丘che　ed．

10253】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

書名　Burma［microfbrm】／by　S．　G・　　　　　　　　形態　20　micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　　Grantham・－Micro6che　ed・　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1921［microfbrm］；v．13

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

形態　26microfiches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　published：Madras：Printed　by　the
叢書　Census　of　India，1921［microfbrm】；v．10　　　　　　　Superintendent，　Government　Press・1922・

注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　and　provincial

　　　　　　published：Rangoon：Of丘ce　of　the　　　　　　　　　　tables．－pt．4．　Administrative　report．

　　　　　　Superintendent，　Government　Printing，　Burma　編者　Boag，　G．　T．

　　　　　　，1923・　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L－4（2707）5300029062

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．－pt．3．　　　　　　pt．2：AMS－L4（2716）5300029070

　　　　　　Administrative　volume．　　　　　　　　　　　　　　　pt．4：AMS－L－4（2726）　5300029088

編者　Grantham，　S．　G．　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

所蔵　pt．1：AMS－L4（2660）5300029005　　　　　　　　Ld・61－12（1921）

　　　　　　pt．2：AMS－1．－4（2669）5300029013

　　　　　　pt．3、　AMS－L4（2685）5300029021　　［0257】
　　　　　　※Lib，町has副・・in　p・int・d㊤・m・　　酩N・・th－W・t恥・nti・；P・・vinS・［mi…品・m］／by

　　　　　　Ld．61．12（1921）　　　　　　　　R・B・Bh・i　L・hna　Smgh・－M・c・・6・he　ed・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

［0254］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　16micro6ches：maps；9×13　cm
書名　Central　Provinces　and　Berar［microfbrm］／by　叢書　Census　of　India，19211microfbrml；v・14

　　　　　　N・J・Roughton・－Micro6che　ed・　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　published：Peshawar：North－West　Frontier

形態　18micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　Province　Govt．　Press，1922．

叢書　Census　of　India，1921｛microfbrm］；v．11　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

注記　Title　of　pt．2：Central　Provinces＆Beraエ．一　　編者　Singh，　R．　B．　Bhai　Lehna

　　　　　　Reproduction　in　micro6che．－pt．1：　　　　　所蔵　pt．1－pt．2：AMS－L－4（2727）5300029096

　　　　　　0riginally　published：NagPur：Printed　at　the　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Government　Press，1923・－pt・2：0riginally　　　　　Ld．61－12（1921）

　　　　　　published：Allahabad：Printed　at　the　Pioneer
　　　　　　Press，1923．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0258］

内容　pt．1．　Report／by　N．　J．　Roughton．－pt．2．　書名　PurOab　and　Delhi［microfbrm］／LMiddleton

　　　　　　Tables／by　N．　J．　Broughton．　　　　　　　　　　　and　S．　M．　Jacob．－Micro丘che　ed．

別書名Central　Provinces＆Berar　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

編者　Roughton，　N．　J．　　　　　　　　　　　　　　形態　28　micro6ches：maps；9×13　cm
　　　　　　Broughton，　N．　J．　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1921［microfbrm］；v．15
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注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally　　　書名　Central　India　Agency：report　and　tables

　　　　　　published：Lahore：Printed　at　the，’Civil　and　　　　　［microfbrm］／by　C．　E．　ruard＝Micro6che　ed．

　　　　　　Military　Gazette”Press，1922－1923・　　「　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？1

内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・－pt・4・　　　形態　8micro丘ches：maps；9×13　cm
　　　　　　Administrative　volume・　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1921［microfbrm】；v．18

編者　Middleton，　L　　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

　　　　　　Jacob，　S・M・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Culcutta：Superintendent　Govt．

所蔵　pt・1：AMS－L4（2743）5300029104　　　　　　　　　Printing，　India，1923．

　　　　　　pt・2：AMS－L4（2756）5300029112　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

　　　　　　pt・4：AMS－L4（2768）5300029120　　　　　編者　Luard，　C．　Eckfbrd

　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　所蔵　pt．1．pt．2：AMS．L4（2813）5300029195

　　　　　　Ld・61’12（1921）　　　　　　　※Lib，a，y　h卵。1、。　in　p，int。d飴，m：

［0259］　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1921）

　　　　　　pt．4．　　　　　　　　　　　publi・h・d・Cul・utt・・Sup・・int・nd・nt　G・vt・
内容　pt．1．　Report／by　E．　H．　H．　Edye．－pt．2．　　　　　P「inting・India，1924・

　　　　　　Imperial　tables／by　E．　H．　H．　Edye＆W．　R　　編者　Luard，　C・Eck品rd

　　　　　　亜nnant．一［pt．4］．　Administrative　report／by　所蔵　AMS－L4（2821）5300029203

　　　　　　E．H．　H．　Edye．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

編者　Edye，　E．　H．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1921）

所蔵漂聯㌫（277、）53。。。29、38　［・263】

　　　　　　pt．2、　AMS．L．4（2778）5300029・46　　書名C・・hin／RG・vind・M・n・n・－Micr・丘・he　ed・

　　　　　　【pt．41：AMS－L－4（2791）5300029153　　　　出版　Zug・Switzerland：IDC・［197－？］

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　形態　9micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　Ld．61－12（1921）　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1921［microfbrm】；v・19

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Reproduction　in　micro丘che．－Originally

［0260】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Ernakulam：Printed　at　the　Cochin

書名　　Baroda　State［microfbrm］／by　Satyavrata　　　　　　　Govt．　Press，1922．

　　　　　　Muke司ea・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　内容　　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．

出版　Zug・Switzerland：IDC・［197－？1　　　　　　編者　Menon，　R　Govinda

形態　21microfiches：maps；9×13　cm　　　　　　所蔵　pt．1［＆IPt．2：AMS－L－4（2823）5300029211

叢書C・n・u・・fIndi・，1921［mi…伽m］；v・17，17A，　　※Lib，a，y　h⊇，。　in　p，int。d品，m，

　　　　　　17B　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1921）
注記　Reproduction　in　micro6che．－Originally

　　　　　　published：pt．1：Bombay：Printed　at　the　　　｛02641

　　　　　　Times　Press，1922・－Originally　published：　　書名　　Gwalior：report　and　tables／by　Janaki　N　ath

　　　　　　pt．2：Bombay：Printed　at　the　Times　Press，　　　　Datta．－Micro丘che　ed．

　　　　　　1921・－Originally　published：pt・3：Baroda：　出版　Zug，　Switzerland：IDC，｛197－？］

　　　　　　Printed　at　the　La㎜i　Electric　Press・1921・　　形態　　10　microfiches：maps；9×13　cm

内容　pt・1・Report・－pt・2・Imperial　tables・－pt・　叢書　Census　of　India，1921［microfbrm］；v．20

編者蹴織一　　　注記蹴㍑i鵠iご÷蒜隠跳，
所蔵　pt．1：AMS－L－4（2792）5300029161　　　　　　　　1g22．
　　　　　　pt・2：AMS－L4（2804）5300029179　　　　　内容　pt．1．　Report．＿pt．2．　Tables．

　　　　　　撫鶯雛㌫灘漂　鷲竃翼撫罐飴ご㎜

102611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1921）
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［0265】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．－pt．3．

書名　Hyderabad　State／by　Mohamed　　　　　　　　　　Administrative　report・

　　　　　　Rahmatulla．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　編者　Thyagarajaiyar，　V．　R．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？1　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（2875）5300029286

形態　　18micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（2881）5300029294
叢書　Census　of　India，1921［microfbrm】；v．21　　　　　　　pt．3：AMS－L4（2889）5300029302

注記　Reproduction　in　microfiche．－Originally　　　　　　　※Hbrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　published：Hyderabad－Deccan：Printed　at　the　　　　　Ld．61－12（1921）

　　　　　　Govt．　Central　Press，1922－1923．

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．　　　【0269］

編者　Rahmatulla，　Mohamed　　　　　　　　　　書名　Rajputa皿a　a皿d　Ajmere－Merwara／［by　B両

所蔵　pt．1：AMS－L4（2842）5300029237　　　　　　　　　Jiwanlal　Sharma］・－Micro丘che　ed・

　　　　　　pt．2：AMS－L4（2852）5300029245　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　形態　19　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　Ld・61－12（1921）　　　　　　　叢書C・鵬u・・f　Indi・，19211mi…飴・m］；v．24

9碧6】

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197．？］　　　　　　内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・

形態　14micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　編者　Sharma，　BrU　Jiwanlal

叢書　Census　of　India，1921［microfbrml；v．22　　　所蔵　pt・1：AMS－L－4（2891）5300029310

注記R。p，。du。ti。n　in　micr。丘。h。．－R・p・int．　　　pt・2・AMS－L4（2900）5300029328

　　　　　　0riginally　published：Lahore：Printed　at　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Mu丘d－1－，Am　Press，1923．　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1921）

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

編者　Mohammed，　Khan　Bahadur　Chaudhri　Khushi　［02701

所蔵　pt．1：AMS．L．4（2860）5300029252　　　　　書名　Travancore／by　Murari　S・Krishnamurthi

　　　　　　pt．2、　AMS－L－4（2867）5300029260　　　　A卿・－Mi…丘・he　ed・

　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Leiden：IDC，［197－？】

　　　　　　Ld．61－12（1921）　　　　　　　　　　　　　　形態　11　micro6ches：maps；11×15　cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1921［microfbrm】；v．25

【0267］　　　　　　．．．．　注記R。p，。du，ti。n　in　mi。，。丘，h。．－O，i亘nally
書名　The　final　report　of？ensus　admlnlst「atlon　m　　　　　published：Trivandrum：Printed　by　the

　　　　　　＝＝㌫：灘：1921／byKh皿　蹴㌶d・血・G・v・mm・ntP・ess・

出版＝t＝°霊』　　内容［：ぷ麟t；ぽ：：P・・ialt・b一

欝＝1；蕊元錦i。，。飴，ml　編者A隅Mu・a・iS・K・i・hn・mu・thi

注記 ＝！i＝｝・＝tr豊nally所蔵；1：1；2～㌫：1鋼゜㌶灘6

　　　　　　Mu丘d．1－・Am　P，ess，1923．　　　　　　※Lib・町has　al・・mprlnt・d品・m・
編者　Mohammed，　Khan　Bahadur　Chaudhri　Khushi　　　　Ld・61－12（1921）

所蔵 ＝：ll2竃，11＝ll品，m：　　＊一〈・93・〉一＊

　　　　　　Ld・61－12（1921）　　　　　　［027・l

lO268】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　India［microfbrm】／by　J・H・

酩My、。，e／by　V．　R．　Thy。ga・aj・iy・・．－Mi…丘・h・　Hutt°n・－Mic「°丘che　ed・

　　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　形態　49　micro丘ches：maps；9×13　cm

形態　16micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．1

叢書　Census　of　India，1921【microfbrm］；v・23　　　注記　Originally　published：pt．1－2：Delhi：Manager

注記　Reproduction　in　micro6che．－Originally　　　　　　　of　Publications，1933．－pt．3：Simla：

　　　　　　published：Bangalore：Printed　at　the　　　　　　　　　Government　of　India　Press，1935－pt．5：

　　　　　　Government　Press，1922－1923．　　　　　　　　　　　　Simla：Government　of　India　Press，1933．
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内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　tables．－pt．　編者　Mullan，　C．　S．

　　　　　　3・A・Ethnographical：Racial　Af丘nities　of　the　所蔵　AMS－L－4（2992）5300029427

　　　　　　Pe°P1・・f　InOi・／by　B・S・G正一pt・3・B・　　※Lib・肌y　h品al，。　in　p，int。d飴，m：

　　　　　　霊隠隠：／漂？瓢霊竺㍑5　－2（・93・）

　　　　　　Administration　report／by　J・H・Hutton・　　　［0275】

別書名India／bγJ・H・Hutton』b　which　is　a皿nexed　書名　Baluchistan【microfbrm］／by　Gul　Muhammad

　　　　　　an　Actuanal　report／by　L．S．　Vaidyanathan　　　　　　Khan．＿Micro丘che　ed．

編者　Hutton，　J・H・（John　Henry），1885－1968　　　　出版　　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　Guha，　B・S・　　　　　　　形態14　mi。，。6，h。、、map、；9×13。m

臓

10272】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1＆2：AMS－L－4（2994）5300029435

書名　The　Andaman　and　NicobaエIslands　　　　　　　　　pt・3：AMS－L－4（3006）5300029443
　　　　　　［microfbrm］／by　M．　C、　C．　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Bonington．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1931）

灘1蒜＝n認㌶認　　【・276］

内容pt．・．　R。p。，t．－pt．2．跳les．　　　形態25　m・c・・6・hes・map・；9X・3・m

編者　Bonington，　M．　C．　C．　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrml；v・5

所蔵pt．・＆pt．2、　AMS－L4（297・）53…29393注記゜・ig麺1！y　publi・h・d・Ca1・utt・・C・n翻

　　　　　　※Lib，a，y　h品。1，。　in　p，int。d㊤，m：　　　Publlcat’・n　B・an・h，1932－1933・

　　　　　Ld．61－12（・93・）　　　　　　内容pt・1・R・p・・t・－pt・2・宜bl…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Porter，　A．　E．

［0273】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（3008）5300029450
書名　Assam［microfbrm］／by　C．　S．　　　　　　　　　　　　pt・2：AMS－L4（3024）5300029468

　　　　　Mullan・－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed｛brm：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？］　　　　　　　　　　Ld・61－12（1931）

形態　　17micro6ches：maps；9×13　cm
館C・n・u・・fIndi・，193・lmi。，。飴，m］；v．3　［°277】

注記 8＝三u罐＝i1蹴。ti。、書名ll瓢麗蕊欝［m’c「輌］／by
　　　　　Branch，　Calcutta．　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　形態　3micro6ches；9×13　cm

編者　Mullan，　C．　S．　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrml；v．5－6

所蔵　pt．1：AMS－L4（2975）5300029401　　　　　注記　　Originally　published：Calcutta：Central

　　　　　pt．2：AMS－L－4（2983）　530002941g　　　　　　　　　Publication　Branch，1933・一’，　Superintendent

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　of　Census　Operations，　Bengar’・

　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　内容　pt・3：Administrative　report．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Porter，　A．　E．

［0274】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．3：AMS－L4（3039）5300029484
書名　Administrative　report　on　the　census　of　Assam，　　　　※互braエy　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　1931［micr・飴・m】／by　C・S・Mullan・－Micr・6・h・　　Ld．61－12（1931）

　　　　　ed．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　［0278】

形態　2microfiches；9×13　cm　　　　　　　　　　書名　Calcutta［microfbrm］／by　A．　E．

叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］　　　　　　　　　Porter・－Micro6che　ed．

注記　Originally　published　in　1932　by　the　　　　　出版　　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l

　　　　　Government　of　India　Central　Publication　　　形態　6micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　Bra皿ch，　Calcutta．　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm】；v．6
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注記　Originally　published：Calcutta：Central　　　叢書　Census　of　India，1931；v．8；Bombay

　　　　　　Publication　Branch，1933．一”Superintendent　　　　　　Presidency；Pt．3

　　　　　　0f　Census　Operation，　Bengal，，．　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．　　　　　　　　　　Asia

編者　Porter，　A．　E．　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Bombay：Printed　at　the

所蔵　pt．1＆2：AMS－L4（3033）5300029476　　　　　　　Government　Central　Press，1933－36　P・・

　　　　　　※Libraエy　has　aJso　in　printed　fbrm：　　　　　編者　Johnston，　D・S・

　　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bombay　Presidency

［027g】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L48　5400029780

書名　Bihar　and　Orissa［micro伽m］／by　W．　G．　　　　　※Library　has　also　pt・1－4　in　printed飴rm：Ld・

　　　　　　Lacey－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　61－12（1931）and　on　micro丘che：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　AMS－L－4（3060），　S3080），　S3093），　S3095）

讐㌶㌶蒜蕊㌫7；τ21T＿㎡t＿mb輌　，
注記0・・gnally　publl・h？d・P÷tn・・Sup・・｝nt・nd・nt・　［mi。，。品，m】／by　H．　T．　S。，1。y－Mi。，。丘，he　ed．

　　　　　　㌫撒nt　P「1ntln脇B’h　nd°「1ssa，出版Zu脇Switze・1・nd・IDC，［1鯛

内容 ＝蹴蕊㍍bl－P七a　籍＝濫講蒜蕊㌫9
編者　Lacey，　W．　G．　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Bombay：Printed　at　the

所蔵 ；＝1：；二ll；91；l　l；81＝　内容雲隠漂1票叢；i隠tabl・＆

　　　　　　pt．3：AMS－L4（3058）5300029518　　　　　編者　Sorley・H・T・

　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　所蔵　pt・1＆2：AMS－L－4（3097）5300029567

　　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1931）

［0280］

書名　　Bombay　Presidency［microfbrm］／by　A．　H．　　　［0283】

　　　　　　Dracup　and　H．　T．　Sorley－Micro6che　ed．　　　書名　The　Western　India　states　agency［microfbrm］／

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　　　　by　H・T・S三rley，　introduction　by　A・H・

形態37mi，，。丘。h。，、map，；9X・3。m　　　　D「acup・二M’c「°丘che　ed・

囎C。n，u，。fIndi。，・931［mi。，。品，ml；v．8　出版Zug，5w’tze「land：IDC，［197－？］

　　　　　　H．Dracup　and　H．　T．　Sorley」－pt．3．　Aden．　内容　pt・1・The　report・－pt・2・The　statlstlcal

　　　　　　・ep・・t・nd　tabl・・／by　D．　S．　J・hn・t・n．－pt．4．　tabl…

　　　　　　Administrative　report／by　A．　H．　Dracup　and　編者　Sorley，　H・T・

　　　　　　H．T．　Sorley　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dracup，　A．　H．

編者　Dracup，　A．　H．　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt・1＆2：AMS－L4（3109）5300029575

　　　　　　Sorley，　H．　T．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※ribrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Johnston，　D．　S．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1931）

所蔵 ；1：；：＝：1ε：131；：ll；；1；1　［・2841

　　　　　　pt．3：AMS－L4（3093）5300029542　　　　　書名　Burma［microfbrm】／by　J・J・

　　　　　　pt．4・AMS－L4（3095）530002955g　　　　B・nni・・n・－Mi…丘・he　ed・
　　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　Ld．61－12（1931）and　only　pt．30n　miromm　　　形態　20　micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　　fbrm：AMF－L－48　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．11

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Rangoon：Omce　of　the

【0281】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Supdt．，　Government　Printing　and　Stationery，

書名　Report　and　tables－Aden／by　D．　S．　Johnston　　　　Burma，1933．

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　内容　pt．1．Report．－pt．2．　Tables．－pt．3．

　　　　　　1981　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Administrative　volume．

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　Bennison，　J．　J．
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所蔵　pt．1：AMS－L4（3124）5300029583　　　　　注記　Originaユly　published：Government　of　India

　　　　　pt．2：AMS－L－4（3134）5300029591　　　　　　　　　Central　Publicaエtion　Branch，　Calcutta：

　　　　　pt．3：AMS－L4（3143）5300029609　　　　　　　　　Printed　by　the　Superintendent，　Govt．　Press，

　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　Madras，1932．

　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial　and　provincial

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tables．－pt．4．　The　administration　report．

［02851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Yeatts，　M．　W．　M．

書名C・nt・al　P・・vin・？・＆B・・a・［micr・飴・ml／by　W・所蔵pt．・、　AMS．L4（3・76）5300029658

　　　　　H・Sh・・b・・trMlc・・6・he　ed・　　　　　pt．2・AMS－L4（3189）5300029666
出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？】　　　　　　　　　pt．4：AMS－L4（3199）5300029674

形態　27micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．12　　　　　　　Ld．61－12（1931）

注記　Originally　published：Nagpur：Government
　　　　　Printing，　C．　R，1932－1933．　　　　　　　　　　　　1028gl

内容　pt．1．　Report．－pt．2．肱bles．　　　　　　　書名　North－West　frontier　province［microfbrm］／by

編者　Shoobert，　W．　H．　　　　　　　　　　　　　　　G・LMallam　and　A・D・F・
所蔵　pt．1：AMS－L4（3144）5300029617　　　　　　　　　Dundas・－Micro丘che　ed・

　　　　　pt．2：AMS－L4（3157）5300029625　　　　　出版　Zug・Switzerland：IDC，［197－？｜

　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　形態　14　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v・15

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Peshawar：Printed　by

【0286】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Manager，　Govemment　Stationery　and

書名　Administration　report　of　the　Census　　　　　　　　Printing，1933．

　　　　　Department，　Central　Provinces＆Beraエ　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

　　　　　［micro飴rm】／by　W・H・Shoobert・－Micro丘che　編者　Mallam，　G．　L．

　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dunda3，　A．　D．　F．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，｛197－？］　　　　　　所蔵　pt．1＆2：AMS－L4（3201）5300029682

形態　3micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］　　　　　　　　　Ld．61－12（1931）

注記　OriginaUy　published：Nagpur：Government
　　　　　P「intin9，　C．　R，1933．　　　　　　　　　　　　　　［0290】

編者　Shoobert，　W．　H．　　　　　　　　　　　　書名　Delhi：report　and　tables［micro伽m］／by

所蔵　AMS－L4（3171）5300029633　　　　　　　　　　　Khan　Ahmad　Hasan　Khan・－Micro6che　ed・
　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　形態　8microfiches：maps；9×13　cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．16

10287】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Lahore：Printed　at　the

書名　Coorg：report　and　tables［microfbrm】／by　M．　　　　”Civil＆Military　Gazette”Press，1933．

　　　　　S．Mandanna．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　編者　Khan，　Khan　Ahmad　Hasa皿

形態　2micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　所蔵　　［pt．1］＆pt．2：AMS－L4（3215）5300029690
叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．13　　　　　　　※nbraエy　has　also　in　printed　fbrm：

注記　OriginaJly　published：Madras：the　　　　　　　　　Ld．61－12（1931）

　　　　　Government　of　India　Central　Publication
　　　　　Branch，　Calcutta：Printed　by　the　　　　　　　　【0291】

　　　　　Superintendent，　Government　Press，Calcutta，書名　　PurO　ab［microfbrm］／by　Khan　Ahmad　Hasan

　　　　　1932．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Khan．－Micro丘che　ed．

編者　Mandanna，　M．　S．　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？】

所蔵　AMS－L4（3174）5300029641・　　　　　　　形態　21　micro6ches：maps；9×13　cm
　　　　　※互brary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm】；v・17

　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　注記　OriginaJly　published：Lahore：Printed　at　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”Civil＆Military　Gazette”Press，1933．

【02881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．☆bles．

書名　Madras［micro品rm］／by　M．　W．　M．　　　　　編者　Khan，　Khan　Ahmad　Hasan

　　　　　Ybatts・－Micro6che　ed・　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（3223）5300029708

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　．　pt．2：AMS－L4（3235）

形態　25micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1931［microfbrml；v．14　　　　　　　Ld．61－12（1931）
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［02921　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？】

書名　United　Provinces　of　Agra　and　Oudh／by　A．　形態　14　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　C・Turner・－Micro丘che　ed・　　　・　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］

出版　Zug，　Switzerland：IDC・［197－？］　　　　　　　注記　Originaユly　published：Ernakulam：Printed　by

形態　38microfiches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　the　Superintendent，　Cochin　Govt．　Press，

叢書　　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．18　　　　　　　1933．

注記　Originally　published：Allahabad：　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2A．　Imperial　tables．－pt．

　　　　　　Superintendent，　Printing　and　Stationery，　　　　　　　　　2B．　State　tables．

　　　　　　United　Provinces，1933・　　　　　　　　　　編者　Sankara　Menon，　T．　K．

内容　pt・1・Report・－pt・2・Imperiaユand　provincial所蔵　pt．1＆2：AMS－L－4（3328）5300029815
　　　　　　tabl…一【pt・3］・Admini・t・ativ・・ep・・t・　　　※nb，a加品al、。　in　p，int。d飴・m・

編者　Turner，　A・C・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1931）

所蔵　pt．1：AMS－L－4（3244）5300029724
　　　　　　pt・2：AMS－L－4（3262）　5300029732　　　　　　【02961

　　　　　　［pt・31：AMS－L4（3280）5300029740　　　　　書名　　Gwalior／by　Rang　Lal．－Micro6che　ed．

　　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　Ld・61－12（1931）　　　　　　　形態14　mi，，。丘。h。、、m。p，；9×13，m

【0293】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．22

書名　Baroda／by　Satya　V．　Muke司ea．－Micro丘che　　注記　Originally　published：Gwalior：Printed　at　the

　　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AIUah　Darbar　Press，1932－1933・

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・

形態　24micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　編者　Lal，　Rang

叢書　Census　of　India，1931｛microfbrm］；v．19　　　所蔵　pt・1：AMS－L4（3342）5300029823

注記　Originally　published：pt．1：Bombay：Printed　　　　Pt・2：AMS－L4（3350）5300029831

　　　　　　at　the　Times　of　India　Press，1932．－pt．2－3：　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Baroda：Printed　at　the　Baroda　State　Press，　　　　　　Ld．61－12（1931）

　　　　　　1931－1932．

内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．－pt．3．　　　［0297］

　　　　　　Administrative　volume．　　　　　　　　　　書名　H．　E．　H．　the　Nizam’s　Dominions：Hyderabad

編者　Muke司ea，　Satya　Vrata　　　　　　　　　　　　　　State／by　Gulam　Ahmed　Khan・－Micro6che

所蔵　pt．1：AMS－L4（3282）5300029757　　　　　　　　　ed・
　　　　　　pt．2：AMS－L4（3297）5300029765　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC・［197－？］

　　　　　　pt．3：AMS－L4（3301）5300029773　　　　　形態　　17　micro丘ches：maps；9×13　cm

　　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v．23

　　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Hyderabad－Deccan：at

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Government　Central　Press，1933．

［0294】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　T㌦bles．

酩 ＝1盟遼当躍f・S’　　編者Khan，　Gul・m　Ahm・d
出版Z卿tze・1舐d・IDC，［・9τ？】　所蔵；1：；：＝：1ε；ll；1；：：；；；IC

形態22m’c「°丘ches：maps；9×13　cm　　　　※Lib，a，y』1、。　in　p，int。d品，m、

撲璽8：麟鴇麟賠゜；：：1；，v濃。g。，　－2（193・）

　　　　　　・fPubli・ati・n・，1933・－pt・2－3・Cal・utt・・　［0298】

　　　　　　Government　of　India，　Central　Publication　　　書名　Jammu＆Ka8hmir　State／by　Anant　Ram　and

　　　　　　Branch，1932－1933・　　　　　　　　　　　　　　　　　Hira　Nand　Raina．＿Microfiche　ed．

内容　pt・11　Repo；t・－pt・2・Tables・－pt・3・　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197．？］

所蔵

　　　　　　pt．3：AMS－L4（3326）5300029807　　　　　注記　Originally　Published：Jammu：P「m｝ed　unde「

　　　　　　蓋搬鵠訓・・’np・’nt・d品・m・　　監s灘厭；瓢5：upe「1ntendent

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Imperial＆state

lO295】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tables．－pt．3．　Administrative．

書名　Cochin／by　T．　K　Sankara　Menon．－Micro6che編者　Ram，　Ana皿t
　　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Raina，　Hira　Nand
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所蔵　pt．1：AMS－L4（3373）5300029864　　　　　編者　Cole，　B．　L．

　　　　　pt．2：AMS－L4（3385）5300029872　　　　　所蔵　AMS－L4（3431）5300029930
　　　　　pt・3：AMS－L4（3395）5300029880　　　　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Ld．61－12（1931）

　　　　　Ld．61－12（1931）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103031

10299】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Travancore／by　N．　Kunj　an　Pillai．－Micro6che

書名　Mysore［microfbrm］／by　M．　Venkatesa　　　　　　　　ed．

　　　　　Iyengar・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　形態　25　micro6ches：maps；9×13　cm

形態　19micro丘ches：maps；9×13　cm　　　　　　叢書　Census　of　India，1931［microfbrm】；v．28

纂麗蒜蹴（器麗麗⊇at注記隠蹴＝；＝＝，霞竺by
　　　　　the　Government　Press，1932．　　　　　　　　　　　　　1932．1933．

内容　pt・1・Report・－pt・2・Tables・　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．－pt．4．

編者　Iyengar，　M．　Venkatesa　　　　　　　　　　　　　　　Administrative　volume．

所蔵　pt・1：AMS－L4（3396）5300029898　　　　　編者　Pillai，　N．　Kunj　an

　　　　　pt・2：AMS－L4（3407）5300029906　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（3432）5300029948
　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　pt．2：AMS－L4（3449）5300029955

　　　　　Ld．61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．4：AMS－L4（3456）5300029963

馨τ゜】輌＿a、＿d⑭byBL＝聯゜’n輌㎞耽
　　　　　Cole．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　［0304】

出版　Zug，　Switzerland：IDC・1197－？］　　　　　　書名　Jaipur　State／by　Munshi　Rampratap

形態　4micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　　　　Khunteta．－Micro6che　ed．
叢書　Census　of　India，1931［microfbrm］；v・26　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

注記　Originaユly　published：Meerut：Printed　fbr　the　形態　18　micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　G・v・mm・nt・f　Indi・by　th・S・…ati　P・ess，叢書C・n・u・・f　India，1931［mi…飴・m］

　　　　　　1932・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Lucknow：Printed　by　K．

編者　Cole，　B・L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D．　Seth，　at　the　Newul　Kishore　Press，1932．

所蔵　AMS－L－4（3415）5300029914　　　　　　　　内容　pt．2．　Tables．

　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　編者　Khunteta，　Munshi　Rampratap

　　　　　Ld・61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（3457）5300029971

［0301】　　　　　　　　　　　pt・2・AMS－「－4（3464）5300029989
書名 蔑盟ぱ：蹴；・・tandt・bl・・／byB・　蓋瓢錨als°inp「’nte』

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？］　　　　　　［03051

籍＝鑑霊灘㍍27書名蒜蒜a麗隠灘器認
注記　Originally　published：Meerut：Printed　fbr　the　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l

　　　　　Government　of　India　by　the　Saエaswati　Press，　形態　35　micro6ches：maps；9×13　cm

　　　　　Ld・61－12（1931）　　　　　　　　　　　　　　内容　vol．1．　Report．＿vol．2．　Tables．

［03021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Laeequddin，　Moh㎜mad
書名　Rajputana　agency　and　Ajmer．Merwaエa：　　　所蔵　vol・1：AMS－L4（3475）5300029997

　　　　　admini・t・ativ・v・1um・／by　B．　L　　　　　v・1・2・AMS－L4（3493）5300030003
　　　　　Cole．＿Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　Ld・61－12（1931）

霊馨とこ蒜元鑑i。，。飴，m］；肌2，　＊一〈・94・〉一・

注記　OriginaJly　published：Meerut：Printed　fbr　the　［03061

　　　　　Government　of　India　by　the　Saraswati　Press，書名　India［microfbrm］／by　M．　W．　M．

　　　　　　1932．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Yeatts．－Micro6che　ed．
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出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

形態　9micro6ches：maps；9×13　cm　　　　　　　形態　4micro6ches；9×13　cm
叢書　Census　of　India，1941［microfbrm｝；v，1　　　　叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．5

注記　Originally　published：pt．1：Delhi：Manager　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　of　Publications，1943；－pt．2：Simla：Printed　　　　　Publications，1942．

　　　　　by　the　Manager，　Govt．　of　India　Press，1942．　編者　Sahay，　B．

内容　pt．1．　Tables．－pt．2．　Administration　report．　所蔵　AMS－L4（3534）5300030243

編者　Ybatts，　M．　W．　M．　　　　　　　　　　　　　　※Library　h麗also　in　printed　fb皿：

所蔵　pt．1：AMS－L4（3510）5300030185　　　　　　　　　Ld．61－12（1941）

　　　　　pt．2：AMS－L4（3515）　5300030193

　　　　　罐罐゜’npr’nte　r㎜　；晋11；蹴；＝翻撫eed

［03071　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

書名　Madras：tables［microfbrml／by　D．　H．　　　　形態　3micro丘ches；9×13　cm
　　　　　Elwin．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1941【microfbrm】；v・6

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

形態　3micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Publications，1941．
叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．2　　　　編者　Fazl－i－Ilahi，　Khan　Bahadur　Shei㎞

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　所蔵　AMS－L4（3538）5300030250

　　　　　Publications，1942．　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

編者　Elwin，　D．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1941）

所蔵

…麟籔＝一⊇二＝1㌢m］／by－
［03081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

書名　Bombay：tables［microfbrm］／by　A．　H．　　　形態　5micro6ches；9×13　cm
　　　　　Dracup．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　叢書　Cemus　of　India，1941［microfbrml；v．7

出版　Zug，　Switzerland：IDC，｛197－？］　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

形態　6micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　　　　Publications，1942．
叢書　Census　of　India，1941［micro飴rml；v．3　　　編者　Archer，　W．　G．

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　所蔵　AMS－L－4（3541）5300030268

　　　　　　Publications，1942．　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：

編者　Dracup，　A．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1941）

所蔵

［030gl　　　　　　　　　　　　R・madhyani　Micr・6・he　ed・
書名　Bengal［microfbrm］／by　R．　A．　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC・［197－？］

　　　　　　Dutch．－Micro丘che　ed．　　　　　　　　　　　形態　3micro丘ches；9×13　cm

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】　　　　　　叢書　Census　of　lndia，1941｛microfbrml；v．8

形態　6micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

叢書　Census　of　India，1941［microfbrm】；v．4　　　　　　　Publications，1942・

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　編者　Ramadhyani・R・K

　　　　　　Publications，1942．　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（3546）5300030276

内容　［pt．1．】Tables．一｛pt．2．］Appendix：Caste　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　　Tables．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1941）

篇撒：毛：1　　　．1；188；彊麗4】櫟＝㎞ml／by一

　　　　　　霊蹴）a’s°1np　ed飴「m：　跳蓋i。罐1汀濫［・9τ？］

［03101　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1941［microfbrm】；v．9

書名　United　Provinces：tables　lmicrofbrm］／by　B．　注記　OriginaJly　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Sahay．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1942．
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編者　Marar，　K．　W．　R　　　　　　　　　　書名　Baluchistan：imperial，　provincial　and　s㎜ple

所蔵　AMS－L－4（3549）5300030284　　　　　　　　　　　　tables［microfbrm］／by　E．　H．

　　　　　※Library　ha8　also　in　printed　fbr血：　　　　　　　　　Gastrel1．－Micro丘che　ed．

　　　　　Ld・61－12（1941）　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　2micro6ches；9×13　cm

璽嘉織蹴瓢C蹴：：lf　罐㌶al・・inp・int・d飴・m・
　　　　　Publications，1942．

編者　Scott，1．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　［0320］

所蔵　AMS－r－4（3552）5300030292　　　　　　　　書名　Coorg：tables［microfbrm］／by　D．　H．

　　　　　※Library　has　aユso　in　printed丘）rm：　　　　　　　　　Elwin・－Micro丘che　ed・

　　　　　Ld．61－12（1941）　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘che；9×13　cm

馨署6】・，issa、．tabl。，［micr。品，m］／by一璽嘉8：麟；蹴麟蒜㌶f

　　　　　B・ll・－M・c・・丘・he　ed・　　　　　　　　Publi。ati。n，，1942．
出版　zug・switzerland：IDc，［197－？1　　　　　　編者　Elwin，　D．　H．

形態　3micro6ches；9×13　cm　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（3564）5300030342
叢書C・n・u・・fIndi・，1941［mi…飴・m］；v…　　　※Ub，a，y　h品al，。　in　p，int。d飴，m：

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　Ld．61－12（1941）

　　　　　Publications，1942．

編者　Bell，　R．　C．　S．　　　　　　　　　　　　　　　【03211

所蔵　AMS－L4（3554）5300030300　　　　　　　　書名　Delhi：tables［microfbrm］／by　Khan　Bahadur
　　　　　※Library　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　Sheikh　Fazl－i－Ilahi・－Micro丘che　ed・

　　　　　Ld．61－12（1941）　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1197－？］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　4micro丘ches；9×13　cm

［0317】　　　　　　　　　叢書C・n・u・・flndia，19411皿・・。品・ml；v．・6
書名Sind・∫・bl・・lmi・・曲・ml／by　H・T・　　注記0・igin・lly　publi・h・d・D。lhi、Manag。，。f

　　　　　Lambnck・－Micro6che　ed・　　　　　　　　　　　　　　Publications，1942．

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？j　　　　　　編者　Fazl－i．Ilahi，　Khan　Bahadur　Sheikh

形態　4micro丘ches；9×13　cm　　　　　　　　　　所蔵　AMS－L4（3565）5300030359
叢書C・n・u・・fIndi・，1941［mi…飴・m］；v・12　　　※Lib，碇y　h⊇，。　in　p，int。d飴，m：

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　Ld．61－12（1941）

　　　　　Publications，1942．

編者　Lambrick，　H．　T．　　　　　　　　　　　　　　【0322］

所蔵　AMS－L4（3557）5300030318　　　　　　　　書名　Baroda：some　results　of　the　census　of　1941

　　　　　※超brary　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　　　　　　with　tables　and　subsidiary　tables［micro量）rml／

　　　　　Ld．61－12（1941）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Satya　Vrata　Muke司ea・－Micro6che　ed・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

【0318】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　8micro6ches；9×13　cm
書名　Andaman　and　NicobaエIsla皿ds：tables　　　　叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．17

　　　　　［microfbrm］・－Micro6che　ed・　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：［Baroda？1：Bamda　State

出版　Zug，　Switzerland：IDC，【197－？］　　　　　　　　　Press，1941．

形態　1micro丘che；9×13　cm　　　　　　　　　　編者　Muke司ea，　Satya　Vrata

叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．13　　　所蔵　AMS－L4（3569）5300030367

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　Publications，1942．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1941）

編者　Manager　of　Publications

所蔵　AMS－L4（3561）5300030326　　　　　　　　103231
　　　　　※nbrary　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　書名　Central　India：tables［microfbrm］・－Micro丘che

　　　　　Ld．61－12（1941）　　　　　　　　　・d・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：IDC，［197－？l

lO3191　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　2micro丘ches；9×13　cm
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叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．18　　　注記　Originally　published：Jammu：Printed　under

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　the　supervision　of　J・Sharma，　Superintendent，

　　　　　Publications，1943．　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　The　Ranbir　Govt・Press，1943・

編者　Manager　of　Publications　　　　　　　　　　内容　pt・1＆2・Essay　and　tables・

所蔵　AMS－L．4（3577）5300030375　　　　　　　　編者　W「efbrd，　R・G・

霊麟）　°’n　　所蔵監議戦艦漂゜417

｛0324］　　　　　　　　　　　103281
書名　Cochin［microfbrm］／by　B・V・K・　　　　　　書名　Mysore／P．　H．　Krishna　Rao．－Micro6che　ed．

　　　　　Menon・－Micro丘che　ed・　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　形態　26　micro丘ches：ill．，　maps；9×13　cm

形態　8micro6ches：ill．，　maps；9×13　cm　　　　　叢書　Census　of　India，1941［microfbrml；v・23

叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．19　　　注記　Originaユly　published：Bangaユore：Printed　by

注記　Originally　published：Ernakulam：Printed　by　　　　the　Superintendent　at　the　Government　Press，

　　　　　the　Superintendent，　Cochin　Government　Press　　　　　1942－1943・

　　　　　，1g44．　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．

簿遼㌶b’二。。。3。383篇：灘籔繋・
　　　　　※Llb・a・y　ha・泣・・ln　p・mt・d飴・m・　　　　※五b，a，y　h品al，。　in　p・int・d品・m・

　　　　　Ld・61－12（1941）　　　　　　　　Ld．61，12（1941）

［03251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0329】

書名　Gwalior［microfbrm］／by　Ranglal．－Micro6che　書名　These　ten　yeaエs：ashort　account　of　the　1941

　　　　　ed．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　census　operations　in　Raj　putana　and

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？］　　　　　　　　　Ajmer－Merwara　written　specially　fbr　the

所蔵　pt・2：AMS－L4（3587）5300030391　　　　　　　　　volume　XXIV．part　1”．－Preface　on　Aug．

　　　　　　※互brary　has　aユso　in　printed　fbrm：　　　　　　　1941．

　　　　　Ld・61－12（1941）　　　　　　　　　　　　　　内容　pt．1．［Report】．一［pt．2］．［Tables］．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　webb，　A．　W．　T．

10326】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1［＆pt．2］：AMS－L4（3649）5300030441
書名　　H・E・H・the　Nizam’s　Dominions：Hyderabad　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：

　　　　　Stat・／by　M・・ha・Hu・ain・－Mi…丘・he　ed・　　　Ld．61－12（1941）

注記　Orlginally　publlshed：Hyderabad－Dn・：　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？】

　　　　　Government　Central　Press，1945・　　　　　　形態　29　micro丘ches：ill．，　maps；9×13　cm

内容　pt・1・Report・－pt・2・Occupational・　　　　叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．25

編者　Husain，　Mazhaエ　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Trivandrum：Printed　by

所蔵　pt．11＆］2：AMS－L4（3600）5300030409　　　　　　　the　Superintendent，　Government　Press，1942．

　　　　　　※五braエy　has　also　in　printed　fbrm：　　　　　内容　pt．1．　Report．－pt．2．　Tables．－pt．3．　State

　　　　　Ld．61－12（1941）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tablesドpt．4．　Administration　report．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Tampi，　A．　Narayanan

lO327】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1：AMS－L4（3665）5300030458

書名　　Jammu　and　Kashmir／by　R．　G．　　　　　　　　　　pt．2：AMS－L－4（3674）5300030466

　　　　　Wfefbrd．－Micro6che　ed．　　　　　　　　　　　　　　　pt．3：AMS－L4（3683）5300030474

出版　Zug，　Switzerland：IDC，［197－？l　　　　　　　　　pt．4：AMS－L4（3691）5300030482
形態　　15micro丘ches：ill．，　maps；9×13　cm　　　　　　　　※Libraエy　has　also　in　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1941［microfbrm］；v．22　　　　　　　Ld・61－12（1941）
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産業一般・企業　　　　　　　　　　　　by　G・vt・・f　B・n9・1・A9・i・ultu・e　and　Indu・t・i・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dept．；Vbls．　fbr－1942／43，　by　Govt．　of　Bengal，

【0331】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　Agriculture，　Fbrests　and　Fisheries　Dept．；Vbl．

書名　Joint　stock　companies　in　British　India　and　in　　　　fbr　1943／44，　by　Govt．　of　West　Bengal，　Dept．

　　　　　　the　Indian　States　of　Hyderabad，　Mysore，　　　　　　　of　Agriculture，　Fbrests　and　Fisheries．－

　　　　　　Baエoda，　Gwalior，　Indore，　Travancore　and　　　　　　　　Originaユly　continues：Bengal（India）．　Dept．　of

　　　　　　Cochin　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Land　Records　and　Agriculture．　Agricultural

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　　　　statistics　of　the　lower　provinces　of　Benga1・一

形態　xi，231　P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　continued　in　paエt　by：Agricultural

注記　Micromm．　Originally　published：Delhi：　　　　　　statistics　of　East　Benga1・

　　　　　　Manager　of　Publications，1940．＿At　head　of　編者　Bengal（India）・Dept・of　Agriculture

　　　　　　titl・・D・p・・tm・nt・f　C・mm・・ci・I　Int。llig。nce　　B・ng瓠（India）・R・v・nu・D・pt

　　　　　　a皿dStatistics，　India．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bengaユ（lndia）・Agriculture　and　Industries

編⊇＝P仁・fC・mm・・ci・IInt・llig・n・eand　鑑1（Indi。）．《t，e，t、and

所蔵23・d（・93⇔37）・AMF・5529692・274　　麗瀧瓢ndia）．　D。pt．。fAg，i，ultu，亀

10332］　　　　　　　　　　　　恥・田t・and　Fi・h・・i・・
書名 鰭毅＝＝d所蔵㌶：；ll；註卿1944）
巻次等8th（［1927］）－20th（1949）　　　　　　　　　　［0334］

出版　In－house　reproduction　　　　　　　　　　　書名　Agricultural　statistics　of　Burma　fbr　the　year．．．

注記　Microfilm．　Originally　published：Calcutta：　　　　　：area，　classi丘cation　of　area，　area　under

　　　　　　Govt．　of　India，　Central　Publication　Bra皿ch，　　　　　　irrigation，　area　under　crops，　live－stock，　and

　　　　　　［etc．，　imprint　varies］，1927－1953．ゴ，　Published　　　　　land　revenue　assessment・一［Micro丘lm　ed・］

　　　　　　by　order　of　the　Governor－General　in　Council，，．巻次等1922／23（1922／23）－1935／36（1935／36）

　　　　　　－18th（1946）－issued　by　Govt．　of　India，　　　出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India

　　　　　　Ministry　o肌abour，　Labour　Bureau．－11th　　　　　　O冊ce　Collection，［British　LibraTy］，1996丘lmed

　　　　　　（1931）－published　by：Delhi：Manager　of　　　形態　on　reel　170f　46　micromm　reels；35　mm

　　　　　　Publications．－8th　issue　published　in　1927　　注記　Micromm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　covers　1925；Vbls．　fbr　l　lth（1931）－have　　　　　　　　Rangoon：Commissioner　of　Settlements　and

　　　　　　chronological　designation．　　　　　　　　　　　　　　　　　1、and　Records，1923－1936（Rangoon：

編者　India．　Labour　Bureau　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent，　Government　Printing［and
所蔵　VOL　8，　S　1－14，　S6－20（1925－1949）AMF－35　　　　　　Stationery］・Burma）・一’India　O丑Cie　records，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10R　V／14／193，，－First　fごame　of　Micro丘lm　ed．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Micro丘lm　ed．　doesn，t　include　1923／24，

農林水産業　　　　　別酩撒麗蕊日sV／14／、93
【0333】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Burma・Commissioner　of　Settlements　and

書名　Agricultural　statistics　of　Bengal　fbr．．．／　　　　　　Land　Records

　　　　　　Department　of　Agriculture，　BengaL－［In－house　所蔵　VOL　1922－1923，　S926－1936（1922－1936）

　　　　　　reproduction］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF－10（17）

巻次等1905／1906（1905／1906）－1943／44（1943／44）　　10335］

出版　［S・1］：［s・n・］　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Agricultural　statistics　of　the　Lower　Provinces

形態　v．；34cm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Bengal　fbr＿．一［In－house　reproduction］

注記　Microfilm　reproduction．　Originally　imprint　　巻次等1891／92（1891／92）－1904／05（1904／05）

　　　　　　vaエies　slightly；Vbls．　fbr　1905／1906－1931／32　　出版　［S．1］：【s．n．］

　　　　　　published：Calcutta：BengaユSecretaエiat　Book形態　v．：tables；34　cm

　　　　　　Depot，1906－；Vbls．　fbr　1932／33－1942／43　　　注記　At　head　of　title：Department　of　La皿d　Records

　　　　　　published：Alipore：Supt．　Govt．　Print．　　　　　　　and　Agriculture，　Bengal．－Micro丘lm

　　　　　　Bengal　Govt．　Press；Vbl．　fbr　1943／44　　　　　　　　　reproduction．　Originally　imprint　va芯ies

　　　　　　published：Alipore：Supt．　Govt．　Print．　West　　　　slightly：Calcutta：Printed　at　the　Bengal

　　　　　　Bengal　Govt．　Press，1948．－Originally　vols．　　　　　　Secretaエiat　Press，1893－1904；Calcutta：

　　　　　　｛br　1905／1906－1909／1910，　issued　by　the　Bengal　　　　　Bengal　Secretariat　Book　Depot．，1905．－

　　　　　　Dept．　of　Agriculture；Vbls．　fbr　　　　　　　　　　　　　　Originaユly　continues：Bengal（India）．．－

　　　　　　1911／1912－1919／20，by　Govt．　of　Benga1，　　　　　　　　0riginaJly　continued　by：Agricultural　statistics

　　　　　　Revenue　Dept．；Vbls．　fbr　1920／21－〈1939／40＞，　　　　　　of　Bengaユ．
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編者　Bengal（India）．　Dept．　of　Land　Records　and　　　　　report　of　the　DepaTtment　of　Land　Records　and

　　　　　　Agriculture　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Agriculture，　Benga1，　fbr　the　year　ending＿，　to

所蔵　VOL　1891－1905（1891－1905）AMF－41　　　　　　　　become：Report　of　the　Department　of　Land

　　　　　　※Lack：1898／189g　　　　　　　　　　　　　　Records　and　Agriculture・Bengal，　fbr　the　year
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ending＿．

10336】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Bengal（India）．　Dept．　of　Land　Records　and

書名　　AnnuaJ　agricultural　report　of　the　Department　　　　　Agriculture

　　　　　　of　Land　Records　and　Agriculture，　Bengal・fbr　所蔵　VOL　1893（1893－1893）AMF－40

　　　　　　the　yeaエending＿

巻次等1893（1893）－1896（1896）　　　　　　　　　　【0339】

出版　In－house　reproduction　　　　　　　　　　　書名　Annual　report　of　the　Director　of　the

注記　Title伽m　original　cover．－Reprint．　　　　　　　　Agricultural　Depaltment・Bengal

　　　　　　Originally　published：Calcutta：Printed　at　the巻次等1st（［1885／86D－

　　　　　　Bengal　Secretariat　Press，1893－1896．－Report　出版　In－house　reproduction

　　　　　　year　ends：31st　March・－Originally　continues　注記　Title　from　original　cover．－Reprint．

　　　　　　in　part：Annual　report　of　the　Department　of　　　　　Originally　published：Calcutta：Bengal

　　　　　　Land　Records　and　Agriculture，　Benga1，　fbr　the　　　　　Secretariat　Press，1886．－Originally　continued

　　　　　　yeaエending＿．－Merged　with：AnnuaJ　report　　　　by：Annual　report　of　the　Depaエtment　o肌and

　　　　　　of　the　Department　of　Land　Records　and　　　　　　　　Records　and　Agriculture，　Bengaユ，食）r　the　year

　　　　　　Agriculture，　Bengal，　on　settlements　fbr　the　　　　　　．．．．

　　　　　　year　ending…，　to　become：Report　of　the　　　編者　Bengal（India）．　Agricultural　Dept．

　　　　　　Department　of　Land　Records　and　Agriculture，所蔵　VOL：1885－1886（1885－1886）AMF－40

　　　　　　Bengal，　fbr　the　year　ending＿．

編者　Bengal（India）．　Dept．　of　Land　Records　and　　【03401

　　　　　　Agriculture　　　　　　　　　　　　　　　書名　［Annual　reports／Dept．　of　Land　Records　and

所蔵　VOL　1893－1896（1893－1896）AMF－40　　　　　　　　Agriculture，　Bengal，1885／86－1922／23：title
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　varies］

【0337】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　18reels
書名　Annuaheport　of　the　Department　of　Land　　注記　Reprint．　Original　fξom：British　Library

　　　　　　Records　and　Agriculture，　Bengal，　fbr　the　year　　　　　Oriental　and　India　OHice　Collections

　　　　　　…　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reprographic　Services．（India　O伍ce　nbrary）

巻次等1887／88（1887／88）－1892（1892）　　　　　　　　　　　V／24／120－137．

注記　Reprint・Originally　published：Calcutta：　　　別書名Annual　report　of　the　Director　of　the

　　　　　　Printed　at　the　Bengal　Secretariat　Press，　　　　　　　　Agricultural　Department，　Bengal．1st

　　　　　　1888－1892・－O・iginally・・ntinu…Annual　　　（［1885／86］）

　　　　　　report　of　the　Director　of　the　Agricultural　　　　　　　　Report　by　Director　of　the　Agriculturaユ

　　　　　　Department，　Bengal・－Originally　split　into：　　　　　　department　on　management　of　Government

　　　　　　Annual　report　of　the　Department　of　Land　　　　　　and　Wards，　Estates　and　creation　of　an

　　　　　　Records　and　Agriculture・BengaL　Settlements　　　　　agricultural　Department　fbr　the　Lower

　　　　　　fbr　the　year　ending…；and・Annual　　　　　　　　　　　Provinces，　dated　7th　July　1886

　　　　　　agricultural　report　of　the　Department　of　Land　　　　　Annual　report　of　the　Department　of　Land

　　　　　　Records　and　Agriculture・Bengaユ，　fbr　the　year　　　　　　Records　and　Agriculture，　Benga1，　fbr　the　year

　　　　　　ending．＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．．1887／88－1892

編者　BengaJ（India）・Dept・of　Land　Records　and　　　　　Annual　agricultural　report　of　the　Depaエtment

　　　　　　Agriculture　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　I、and　Records　and　Agriculture，　Bengal，　fbr

所蔵　VOL　1887－1892（1887－1892）AMF－40　　　　　　　　the　year　ending　31st　March＿，1893－1896
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Annual　report　of　the　Department　of　Land

【03381　　　　　　　　　　　　Rec。，d，　and　Ag，i。ultu，e，　B・ng訓．　S・ttl・m・nt・
書名　Annual　report　of　the　Department　of　Land　　　　　　fbr　the　year　ending　31st　March　1893

　　　　　　Records　and　Agriculture・Bengal，　on　　　　　　　　　　Report　of　the　Department　of　Land　Records

　　　　　　settlements　fbr　the　year　ending…　　　　　　　　　　　and　Agriculture，　Bengal，　fbr　the　year　ending

巻次等1893（1893）－1893（1893）　　　　　　　　　　　　　　31st　March＿，1897－1901

出版　In－house　reproduction　　　　　　　　　　　　　　Report　of　the　Agricultural　Branch　of　the

注記　Reprint．　Originally　published：Calcutta：　　　　　　Department　of　Land　Records　and　Agriculture，

　　　　　　Printed　at　the　Bengal　Secretariat　Press，1893．　　　　Bengaユ，　fbr　the　year　ending　31st　March＿，

　　　　　　－Report　year　ends：31st　March．－Originally　　　　　1902－1905

　　　　　　continues　in　part：An皿al　report　of　the　　　　　　　　Report　of　the　Agricultural　Department，

　　　　　　Depaエtment　of　Land　Records　and　Agriculture，　　　　Bengal，　fbr　the　year　ending＿，

　　　　　　BengaJ．－Merged　with：Annual　agricultura1　　　　　1905／06－1917／18
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　　　　　　Report　on　the　operation　of　the　Department　of出版　London：Supplied　by　the　Oriental　and　India

　　　　　　Ag・i・ultu・e，　B・ng訓，品・th・y・㎝…・　　　　0伍ce　C・llecti・n，　IB・it姪h　Lib・a・y］，1993　mm・d

瀦B・ng。1（Indi。）．　D。pt．。f　Ag，i，ultu，e　　　Supdt・，　G・vt　P・intmg　and　St・ti・n・・y，　Bu・ma・

　　　　　　B・ng・1（hdia）．　Ag，i。ultu，al　D。pt．　　　　1930－v，181　P・・

　　　　　　Bengal（India）．　Dept．　of　Land　Records　and　　編者　Burma　Public　Works　Dept・

　　　　　　Agriculture　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－10（25）5400001300

　　　　　　Bengal（India）．　Dept．　of　I、and　Records　and

　　　　　　Agriculture．　Agricultural　Branch　　　　　　　　　【0344】

所蔵　VOL：1885－1923（1885－1923）AMF－40　　　　書名　Burma　irrigation　manual　fbr　the　use　of

　　　　　　※lack：1886／1887　　　　　　　　　　　　　　irrigation　and　land　reve皿e　ofHcers，　containing，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Burma　Canal　Act，1905，　The　rules　and

【0341］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　noti丘cations　thereunder，　and　miscellaneous

書名　The　bean　crop　in　Burma／D．　　　　　　　　　　　circulaエs　and　instructions　and　orders

　　　　　　Rhind・一［Micro丘lm　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　concereing　irrigation　matters・－IMicro丘lm　ed・］

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India

　　　　　　O冊ce　Collection，［British　Ubrary］，1996丘lmed　　　　O冊ce　Collection，［British　Ubrary］，1993　filmed

形態　on　reel　400f　46　micro61m　reels；35　mm　　　　形態　on　ree1250f　46　micro田m　reels；35　mm

叢書　India　OHice　Records；V／25／500／264　　　　　叢書　India　OHice　Records；V／27／731／20

　　　　　　Agricultural　surveys／Department　of　　　　注記　Micromm．　Orginally　published：Rangoon：

　　　　　　Agriculture，　Burma；no．80f　1930　　　　　　　　　　0伍ce　of　the　Superintendent，　Government

注記　　Micro61m．　Orginally　published：Rangoon：　　　　　　Printing，　Burma，1914－viii，262，｛6］p．

　　　　　　Supdt．，　Govt．　Printing　and　Stationery，　　　　　　　　　inserted　as　p．263－．

　　　　　　Durma，1930－26　P・，5制ded　leaves　of　plates：編者　Burma　Public　Works　Dept．

　　　　　　蹴㌦ぽ：a㍑慧蒜：e「’es：所蔵AMr・・（25）54・…1292

｛0342】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　on　reel　400f　46　micro丘lm　reels；35　mm

書名　Burma　cotton　and　its　improvement／by　T．　D．叢書　India　O冊ce　Records；V／25／500／264

　　　　　　St・・k－［Mi…丘lm・d．］　　　　　　　Ag・i・ultu・al・u・v・y・／D・pa・tm・nt・f

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　　　　Agriculture，　Burma；no・6

　　　　　　0f丘ce　Collection，［British　Ubraryl，199661med注記　Micromm・Orginally　published：Ra皿goon：

形態　on　reel　400f　46　micro丘lm　reels；35　mm　　　　　　　Supdt・，　Govt・Printing　and　Stationery，

叢書Indi・0伍ce　Rec・・d・；V／25／500／264　　　Bu「ma・1928－vii，47　n・，1脚d・d　l・af・f　map

　　　　　　麟：＝盟／nR・器薔・鎧f　鑑麟藍織：霊鑑in
注記

　　　　　　m・p．－0・ゆally　publi，h，d　in，e，ies：　　　　W・t・・n，　R・

　　　　　　Ag・i・ultu・al・u・v・y／D。p。，tm。nt。f　　　　G・皿t，　J・W・

　　　　　　Agriculture，　Burma，　no．180f　1933．　　　　　所蔵　AMF－10（40）5400001508110290712

編者　Burma．　Dept．　of　Agriculture
　　　　　　Stock，　T．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【03461

所蔵　AMF－10（40）5400001623　　　　　　　　　　書名　The　cotton　fbrecast；The　groundnut　fbrecast；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　sesamum　fbrecast

【03431　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　London：Supplied　by　the　OrientaJ　and　India

書名　Burma　irrigation　manual．－Rev．　ed．1930，　　　　　　0伍ce　Collection，【British　Library］，1996丘lmed

　　　　　　［Micro61m　ed．］　　　　　　　　　　　　　　形態　on　reel　450f　46　micro丘lm　reels；35　mm
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叢書　India　Of駐ce　Records；10R　V／27／510／11　　　編者　India．　Directorate　of　Economics　and　Statistics

　　　　　　Statistical　bulletins／published　by　the　　　　所蔵　VOL：56－57（1939－1947）AM＆4（AS－58）

　　　　　　Statistical　Department　of　the　OHice　of　the　　　　　　　※五brary　has　also　in　micro丘che：

　　　　　　Commissioner　of　Settlements　and　Land　　　　　　　　AMS－L16（12）

　　　　　　Records；no．3，4，5

注記　Micromm．　Orginally　published：Rangoon：　　［0350］

　　　　　　Supdt・，　Government　Printing，　Burma，1924一　書名　The　Marketing　of　crops　in　Burma．一［Micro61m

　　　　　　29P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ed．］

編者　Burma・OHice　of　the　Commissioner　of　　　　出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India

　　　　　　Settlements　and　Land　Records・Statistical　　　　　　OHice　Collection，［British　Ubraエy］，199661med

　　　　　　Dept・　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　on　reel　400f　46　micromm　reels；35　mm

所蔵　AMF－10（45）5400001755　　　　　　　　　叢書　India　OHice　Records；V／25／500／264

注記　Title　ffom　caption・－Signed　by：Robert　S・　　　　　Originally　published　in　series：Agricultural

　　　　　　Finl・w・－Mi…61m・O・i亘nally　publi・h・d・　　su・v・y・／D・p肛tm・nt・f　Ag・i・ultu・e，　Bu・m・，

　　　　　　［Calcutta：Bengal　Secretariat　Press，1906］・　　　　　　　no．50f　1928．

編者　Finlow，　Robert　S・　　　　　　　　　　　　編者　Burma．　Dept．　of　Agriculture

所蔵　AMF－57　5298701979　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－10（40）5400001490

1i8】欝：蕊蒜＝il：ご馨璽1］＝鋼．．

形態2瓢’1臨瓢…1瓢漂6丘’m・d出版＝ll麟㍑t謡麟＝d
叢書Indi。・伍ce　Rec。，d，；V／25／5・・／264　　形態・n　reel　4°・f　46　m・c・・mm・eel・；35　mm

　　　　　　A餌i。ultu，al、u，v。y、／D。p。就m，nt。f　　叢書Ind・a　O伍・e　Rec・・d・；V／25／500／264

　　　　　　A郎i。ultu，e，　Bu，m。；n。．11。f　1931　　　　A亘・ultu・al・u・v・y・／D・p・・tm・nt・f

注記Micr。61m．0，ginally　publi，h。d，　Rang。。n，　　A即cultu・e，　Bu・m・；n・・1

　　　　　　Supdt．，　Govt．　Printing　and　Stationery，　　　　注記　Microfilm・Orginally　published：Rangoon：

　　　　　　Bu，m。，1932－11　P．．－0，iginally　publi、h。d　in　　O伍ce・f　th・Sup・・int・nd・nt・G・v・mm・nt

　　　　　　・e・i・・，Ag・i・ultu・副，u・v。y／D・p・・tm・nt・f　　p・inting，　Bu・m・，1910－23，［11P・・【10】1・・v…f

　　　　　　A即i。ultu，e，　Bu，m。，　n。．11。f　1931．　　　　pl・t…ill・，　m・p・－0・i葭刷y　publi・h・d　in

編者 6：：謬；t・・fA郎’・ultu・e　　1麟＝＝e｛1／Depa「tment°f

所蔵　AMF10（40）5400001557　　　　　　　　　編者　Burma・Dept・of　Agriculture
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　McKerral，　A．

［0349】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－10（40）5400001458
書名　Indian　agricultural　statistics／Directorate　of
　　　　　　Economics　and　Statistics，　Ministry　of　　　　　［0352］

　　　　　　Agriculture，　Government　of　India．一｛Micro6che　書名　　Note　on　Burma　rice　prices：an　enquiry　into

　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　reasons｛br　the　present　market　depression

巻次等一57th　issue（1943／44　to　1946／47）　　　　　　　　　　／by　F・D・Odell・一［Micro61m　ed・］

出版　Zug：IDC，1981　　　　　　　　　　　　出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India
形態　micro6ches；11　x　18　cm　　　　　　　　　　　　　　O伍ce　Collection，［British　Libraエy】，199661med

注記　Description　based　on：56th　issue（1939／40　to　形態　on　reel　400f　46　micro丘lm　reels；35　mm

　　　　　　1942／43）．－Originally　published：New　Delhi：叢書　India　OHice　Records；V／25／500／264

　　　　　　Economic　and　Statistical　Adviser，　Ministry　of　　　　Agricultural　surveys／Department　of

　　　　　　Agriculture，－1951．－Issued　in　2　pts．；vol．1：　　　　　Agriculture，　Burma；no．140f　1932

　　　　　　Provinces；vol．2：States．－Originally　split　　注記　Micromm．　Orginally　published：Rangoon：

　　　　　　into：Indian　agricultural　statistics．　Vbl．1，　　　　　　　Supdt．，　Govt．　Printing　and　Stationery，

　　　　　　Summary　tables，32nd　issues（1947／78＆　　　　　　　　Burma，1932－32　p．，［1】丘）lded　leaf　of　plates．－

　　　　　　1948／49）一．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published　in　series：Agricultura1

別書名Indian　agricultural　statistics．　Vbl．1，　Provinces　　　　survey／Department　of　Agriculture，　Burma，

　　　　　　Indian　agricultural　statistics．　Vbl．2，　States　　　　　　　　　no．140f　1932．
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編者　Burma．　Dept．　of　Agriculture　　　　　　　　所蔵　VOL　1902－1905（1902－1905）AMF－40
　　　　　　0dell，　F．　D．

所蔵AMF・・（4・）54・・…58・ 　　馨薯6】R。p。，t。fth。Ag，i。ultu，alD。p＿，

【03531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bengal，　fbr　the　period…

書名　Quinquennial　report　on　the　crop　cutting　　　巻次等1905／06（1905／06）－1917／18（1917／18）

　　　　　　experiments　fbr　the　yeaエs．．．　　　　　　　　出版　In－house　reproduction

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　注記　Reprint・Originally　published：Calcutta：

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　BengaユSecretariat　Book　Depot，1906－1918・一

注記　Micromm．　Originally　published：Calcutta：　　　　　Vbls・fbr　1907－・o：iginally　title　varies　slightly：

　　　　　　｝；；；認1｛；；：漂灘：麟　 蹴1漂＝蹴：a：臨・9・7

　　　　　　B・ng砿・D・pt・・f　A即i・ultu・e　and　Indu・t・i・・　　B・ng・1，品・th。　y。a，＿．

所蔵　AMF－50　5298701896　　　　　　　　　　　別書名Annual　report　of　the　Agricultural　Depaエtment，

【・354】　．．　　　　編者：：麟1蒜跳n鑑｛，ultu，e
書名 麗L：；蹴nl：㌶＝1㌫所蔵V・L・9・一（・9・一）AMF4・
　　　　　　Couper・－Repr・ed．，［Micro狙m　ed．］　　　　　　［0357】

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　書名　Report　of　the　Bengal　Jute　Enquiry　Committee

　　　　　　OHice　Collection，［British　Library］，1996丘lmed出版　In－house　reproduction

形態　on　reel　320f　46　micro丘lm　reels；35　mm　　　　形態　2v・

叢書　India　O冊ce　Records；V／24312　　　　　　　注記　Microfilm・Originally　published：Alipore：

注記　Micro丘lm．　Orginaユly　published：Rangoon：　　　　　Supt・・Govt・Print・，　Bengal　Govt・Press，1939・

　　　　　　Central　Press，1966　reprint－iii，3，6g　P．，25　　　　　　－At　head　of　title：Government　of　BengaL

　　　　　　・m．一”Ext・a・t仕・m　th・P・・ceedin朗。f　th。　　D・p・・tm・nt・f　Ag・i・ultu・e　and　Indu・t・i…

　　　　　　Government　of　Burma　in　the　Land　Revenue　　編者　Bengal　Jute　Enquiry　Committee

　　　　　　Department　no．5－A　20，　dated　the　29th　July　　　　　　BengaJ（India）・Dept・of　Agriculture　and

　　　　　　1924，，．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Industries

編者　Burma．　Finance　and　Revenue　Dept．　　　　　所蔵　v・1：AMF－51　5298701904

　　　　　　Couper，　T．（Thomas）　　　　　　　　　　　　　　　　v・2：AMF－51　5298701912

所蔵　AMF－10（32）5400001433　　　　　　　　　　［0358】

馨璽51R。輌＿ul＿一，＿』書名麟＝＝～躍霊鑑…

注記　Reprint．　Originally　published：Calcutta：　　　　　　Annual　agricultural　report　of　the　Department

　　　　　　Bengal　Secretariat　Press，1902－1905・－Report　　　　　of　L・and　Records　and　Agriculture，　Bengal，　fbr

　　　　　　y・a・end・・31・t　Ma・ch・－0・iginally・・ntinu・・　　th・y・a・ending＿；・nd，　Annua1・ep・・t。f　th。

　　　　　　in　pa・t・R・p・・t・f　th・D・pa・tm・nt・f　Land　　　D・p・・tm・nt・f　Land　Rec・・d・and　Ag，i。ultu，e，

　　　　　　Rec・・d・and　A郎i・ultu・e・B・ngal，品・th・y・a・　　B・ng・1，・n・ettl・m・n品・th・y・a・ending＿．

　　　　　　・nding…・－0・iginally・・ntinu・d　by・R・p・☆・f　　－O・ゆ・lly・plit　int・・R。p。，t。f　th。

　　　　　　th・Ag・i・ultu・al　D・p・・tm・nt・B・ng訓，品・th・　　Ag・i・ultu・訓B・an・h・f　th。　D。p。，tm。nt。f

　　　　　　P・・i・d・…　　　　　　　　　　Land．Rec・・d・and　Ag・i・ultu・e，　B。ngal，品，　th。
編者　Bengal（India）．　Dept．　of　I、and　Records　and　　　　　yeaエending＿，　and，　Director’s　Settlement

　　　　　　Agriculture．　Agricultural　Branch　　　　　　　　　　　　　report．
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編者　Bengal（India）．　Dept．　of　Land　Records　and　　叢書　India　O冊ce　Records；V／25／500／264

　　　　　　Agriculture　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Agricultural　surveys／Department　of

所蔵　VOL　1897－1901（1897－1901）AMF－40　　　　　　　　Agriculture，　Burma；no・170f　1932

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micromm．　Orginally　published：Rangoon：

10359］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Supdt．，　Government　Printing　and　Stationery，

書名　Report　on　the　agricultural　statistics　of　　　　　　　Burma，1933－2，52　P．，［11］P．　of　plates・－

　　　　　　Shahabad，　Pergu皿ahs　Baragaon，　Arrah，　and　　　　　　Originally　published　in　series：Agricultural

　　　　　　Behea，1873－1874／by　M・S・D・H・Ahmed，　　　　　　survey／Department　of　Agriculture，　Burma，

　　　　　　deputy　collector　of　Shahabad　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．170f　1932．

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　編者　Burma．　Dept．　of　Agriculture

形態　iii，44　p．：ill，　map　　　　　　　　　　　　　　Grant，　J．　W．

注記　Micro丘lm　reproduction　from　British　Ubrary，　所蔵　AMF－10（40）5400001615
　　　　　　1ndia　O伍ce　Collections（call　no．：

　　　　　　V／27／62／247），Orginally　published：Calcutta：10363】

　　　　　　Printed　at　the　Bengal　Secretariat　Press，1874・書名　Arough　survey　of　suitable　sugarcane　areas　in

　　　　　　－Library，s　copy　lacks　p・28－29・　　　　　　　　　　　　　Kyaukse　District／by　H．F．

編者　Ahmed，　M．　S．　D．　H．　　　　　　　　　　　　　　　Robertson．一［Micro61m　ed．］

所蔵　AMF－46　5298701821　　　　　　　　　　　出版　London：SupPlied　by　the　OrientaJ　and　India
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O伍ce　Collection，［British　Libraエy］，199¢丘lmed

［03601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　on　reel　400f　46　micro田m　reels；35　mm

書名　Rer？rt　on　the　operations　of　the　Department　of叢書　India　OHice　Records；V／25／500／264

　　　　　　A郎1cultu・e・B・ng・1，飴・th・y・a・…　　　　A即i。ultu，al，u，v。y，／D・p肌tm・nt・f

巻次等1918／19（1918／19）－1922／23（1922／23）　　　　　　　Agriculture，　Burma；no．200f　1934

出版　In－house　reproduction　　　　　　　　　　注記　Micro丘lm．　Orginally　published：Rangoon：

注記　Reprint・Originally　published：Calcutta：　　　　　　Supdt．，　Government　Printing　and　Stationery，
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　　　　　　Revenue　Act，1876，　The（Lower）Burma　　　　　　　　1851－52

　　　　　　Fisheries　Act，1875，　The　Land　Improvement　出版　London：Supplied　by　the　Orientaユand　India

　　　　　　Loans　Act，1883，　The　Agriculturaists’Loans　　　　　　O冊ce　Collection，［British　Libraエy］，1996丘lmed

　　　　　　Act，1884，　The　Revenue　Recovery　Act，1890，　形態　on　reel　l　of　46　micromm　reels；35　mm

　　　　　　and　the　rules，　noti丘cations，　and　orders　　　　叢書　India　O伍ce　Records；V／24／2573

　　　　　　thereunder　in　fbrce　in　Lower　Burma・－Corr・up　注記　Reprint．　OrginaUy　published：Calcutta：F．

　　　　　　t・th・31・t　M可1901，［Micr・丘lm・d・】　　　　C。，b。，y，　B。ngal　Milita・y　O・ph・n　P・ess，1854

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　　　　－17　P．．

　　　　　　0伍ce　Collection，［British　nbrary］，199361med編者　Bengal．　Board　of　Revenue，　Lower　Provinces

形態　on　reel　270f　46　micro丘lm　reels；35　mm　　　　　　　South　West　Frontier　Agnecy（India）．

叢書　India　OHice　Records；V／27／311／244　　　　　　　　Gover皿r　Genera1

注記　Micro丘lm・Orginally　published：Rangoon：　　所蔵　AMF－10（1）5400001243
　　　　　　Superintendent，　Government　Printing，　Burma・　　　　※Ubrary　has　printed　ed．　reproduced　fξom

　　　　　　1901－iii，362　P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　this　61m：Ca．54

編者　Burma．　Financial　Commissioner

所蔵　AMF－10（27）5400001359　　　　　　　　　［0390］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　the　revenue　administration　of　the

【0387】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Province　of　Arracan，　fbr　1851－52
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　　　　　　Town・一［Micro61m　ed・1　　　　　　　　　　　叢書　India　O伍ce　Records；V／24／2573

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　注記　Reprint．　Orginally　published：Calcutta：F．
　　　　　　O伍ce　C・llecti・n・［B・iti・h　Lib・a・y］，1993　mm・d　C。，b。，y，　B。ng。I　Milita，y　O，ph㎝P・ess，

形態　on　reel　280f　46　micro61m　reels；35　mm　　　　　　　1854－25　P．．

叢書　India　Of丘ce　Records；V／27／311／285　　　　　編者　Bengal．　Board　of　Revenue

注記　Micro丘lm・Orgina皿y　published：Rangoon：　　　　　Arakan．　OHice　of　the　Commissioner

　　　　　　O伍ce　of　the　Superintendent，　Government　　所蔵　AMF．10（1）5400001250

　　　　　　麟㌶a撒t農。p∴ii瓢li、t、　1i鑑ly認・int・d・乱・ep・・duced丘・m

　　　　　　（issued　in［191－］，1916，1918）．

編者　Burma．　Collector　of　Rangoon　　　　　　　　【0391】

所蔵　AMF－10（28）5400001391　　　　　　　　　書名　Report　on　the　revenue　administration　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Province　of　Assam，　fbr　1851－52

〔°388］　　　　．　　　　出版L。nd。n，SupPli。d　by　th。　O，i。ntal。nd　Indi。
酩R・p・・1・nth・6rst・evis1・n．・ett1ρm・竺t．　　0冊ce　C。ll。，ti。n，｛B・iti・h　Lib・訂y］，1996丘lm・d

　　　　　　l蒜’1；；鑑罐「£耀瓢謡霊lm形態・n　leel・・f46　mi…mm・eel・；35　mm

　　　　　　。d．］　　　　　　　　叢書Ind・a　O伍ce　Rec・・d・；V／24／2573
出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　注記　Reprint・Orginally王ublished：Calcutta：F・
　　　　　　0伍ce　C。llecti。n，　IB，iti，h　Hb・a・y］，・996田m・d　C・・b・・y・B・ng・I　M’1’ta「y　O「phan　P「ess，1854・

形態。n，eel　31。f　46　mi。，。丘lm，eel，；35　mm　　　－38　P・・　　　　　　．

璽㍍＝1隠麟＝ll9。。n、編者1：蹴蒜＝よ罐：＝ces
　　　　　　Sup。，int。nd。nt，　G。v。，nm。nt　P，inting　and　所蔵A竺一1°（1）54°9°°1276

　　　　　　Stati。n。，y，　Bu，m。，1932－413　P．，map，．一　　※五b・a巧h品P・mt・d・d・・ep・・duced丘・m

　　　　　　R。p，。du，ed　with、　N。ti丘・ati・n・／R・v・nu・　　　thi・mm・C缶54

一
蹴鋸灘：二∵d；署21㌶監＝1＝－

　　　　　　Hughes，　T．　H．　　　　　　　　　　　　　　出版　London：Sunplied　by｝he　grientaユand　India

所蔵AMF・・（3・）54・…1425　　形態霊㍑＝i＝，：ご瓢ご66㎞ed

lO389】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　India　OHice　Records；V／24／2573
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注記　R・p・int・0・ginally　publi・h・d・C・1・utt・・F・　貿易

　　　　　　Carbery，　Bengal　Military　Orphan　Press，

　　　　　　1854－viii，63　p．．　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　［0396】

編者　Benga1．　Board　of　Revenue，　Lower　Provinces　書名　Annual　statement　of　the　sea－borne　trade＆

　　　　　　Tbnasserim　provinces．　Commissioner　　　　　　　　　navigation　of　Burma，　fbr　the　year　ending　31st

所蔵　AMF－10（1）5400001268　　　　　　　　　　　　　Marcdh…・一［Micro丘lm　ed・1
　　　　　　※Library　has　printed　ed．　reproduced　from　　巻次等1890，　v・1（1890）－1939／40（1939／40）

　　　　　　this　Hlm：Ca－54　　　　　　　　　　　　　出版　London：Supplied　by　the　Oriental　and　India
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O伍ce　Collection，［British　I、ibrary］，1989－1996

【03931　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　filmed

書名　Reports　on　the　revenue　administration　of　　　形態　on　reel　10－16，19－210f　46　micromm　reels；35

　　　　　　Hazareebaugh，　Arraca皿，　Tbnasserim　　　　　　　　　　mm

　　　　　　Provinces，　and　Assam・fbr　1850－51　　　　　　注記　Description　based　on：1890，　v．1．－Micromm

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　　　　reproduction．　Originally　published：Rangoon：

　　　　　　OHice　Collection・［British　Library］，1996　filmed　　　　printed　by　the　Supt．，　Govt．　Printing，　Burma，

形態　on　reel　l　of　46　micromm　reels；35　mm　　　　　　　　1890－1940．－Originally　vols．　fbr〈1890＞一〈1900＞

叢書　India　OHice　Records；V／24／2573　　　　　　　　　published　in　2　separate　pts．；v．1，　R）reign

注記　Reprint．　Orginally　published：Calcutta：F．　　　　　trade；v．2has　a皿dif丘rent　title　f士om　v．1：

　　　　　　Carbery，　Bengal　Military　Orphan　Press，1853．　　　　Annual　statement　of　the　sea－borne　trade＆

　　　　　　－87p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　navigation　of　the　Province　of　Burma，　fbr　the

編者　Bengal．　Board　of　Revenue，　Lower　Provinces　　　　　year　ending　31st　Maエch…・v・2，　Coasting　or

　　　　　　South－West　Frontier　Agency（India）．　Governor　　　interportal　trade　and　navigation；vols・飴r　the

　　　　　　General　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　oHicial　year　1901－1902－，2pts．　were　merged，

　　　　　　Tenasserim　Provinces（Burma）．　Commissioner　　　　and　title　varies　slightly：A皿ual　statement　of

　　　　　　Principal　Assistant　Commissioner，　Sandoway，　　　　　the　sea－borne　trade　and　navigation　of　Burma

　　　　　　Arracan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　fbreign　countries　and　Indian　ports，　K）r

所蔵　AMF－10（1）5400001235　　　　　　　　　　　　　the　oHicial　yeaT・…－Vbls・fbr　1906／07－，
　　　　　　※互brary　has　printed　ed．　reproduced　f士om　　　　　　compiled　in　the　OfHce　of　the　Chief　Collector　of

　　　　　　this丘lm：Ca．54　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Customs，　Rangoon・－Originally　continues：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Annual　statement　of　the　trade　and　navigation

［03941　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　the　province　of　British　Burma（having　a

書名　Survey　manual　fbr　land　records　　　　　　　　　　sea－borne　trade）・－Originally　continued　by：

　　　　　　oHicers．一【Micromm　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　Annual　statement　of　the　trade　and　navigation

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　　　　of　Burma　fbr　the　6scal　year　ending　September

　　　　　　O伍ce　C・llecti・n，［B・iti・h　Lib・a・y］，1993丘lm・d　　30th…／・・mpil・d　in　th・0伍・e・f　th・

形態　on　reel　260f　46　micro61m　reels；35　mm　　　　　　　Collector　of　Customs・Rangoon・一”India

編⊇蒜P－・ndRec・・d・and　別酩＝・1：tl：・；瓢㌶・t・Cd。＆

所蔵AMF・・（26）54・・…3・8　　　　霊1器漂腰芸温㍑a「endmg　31st

［03951　　　　　　　　　　　An竺ual．・t・t・m・nt・f　th・・ea－b・m・t・ad・＆

注記　Micromm・Orginally　published：Rangoon：　　編者　Burma．　Customs　Department
　　　　　　OHice　of　the　Supdt・，　Govt・Printing，　Burma，　　　　　Burma．　O伍ce　of　the　Collector　of　Customs

編者器蕊烈1艦よ1。n。，　所蔵撒跳；6瓢）＝lr、1瓢lb）
所蔵　AMF－10（27）5400001375　　　　　　　　　　　　　AMF－10（10，　S1，　S2，　S3，　S4，　S5，　S6，　S9，　SO，　S1）
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　　　　　　※五brary　has　original　issues　fbr　1936／1937，　注記　Micro6che．　Originally　publ拍hed：｛Bombayl：

　　　　　　1945／46：Leb．62－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reserve　Bank　of　India，1936－．－Micro丘che　ed．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　has　a　header　title：Annuaユreport．－Vbls．　fbr

【0397】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1st（［Fbb．1936］）－5th（［恥b・1940D　report　yeaぽ

書名　　A皿ual　statement　of　the　trade　and　navigation　　　　　ends　31st　Dec．　of　the　previous　year；vols・fbr

　　　　　　of　the　province　of　British　Burma（having　a　　　　　　6th（［Aug．1940］）一．－Vbls．　fbr　lst（［Fbb．

　　　　　　sea．borne　trade）丘om＿to．＿一［Micro丘lm　ed．】　　　　1936D－14th（［Aug・1948D　includes　Report　of

巻次等1867／68to　1871／72（1867／68　to　　　　　　　　　　the　Central　Board　of　Directors・

　　　　　　1871／72）－1870／71to　1874／75（1867／68　to　　　別書名Report　of　the　Central　Board　of　Directors

　　　　　　1871／72）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Annual　report

出版　［London］：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　編者　Reserve　Bank　of　India

　　　　　　O冊ce　Collections，［British　Ubrary］，1989－1996　　　　　Reserve　Bank　of　India・Central　Board　of

　　　　　　丘lmed　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Directors

形態　on　reel　9　and　190f　46　micro61me　reels；35　mm所蔵　VOL　1－14（1935－1948）AMS－4（AS－54）

注記　Micromm　reproduction．　Orginally　published：　　　　※Library　has　also　in　micro6che：

　　　　　　Caユcutta：0冊ce　of　the　Supt．　of　Government　　　　　AMS－L16（19）

　　　　　　Printing，［1873？］－1876．－Originally　continued

　　　　　　by：Annual　statement　of　the　sea－borne　trade

　　　　　　and　navig・ti・n・f　Bu・m・・－Lib・a・y　H・lding・・物価

　　　　　　Only　p．45－63　and　p．101－1230f　v．　fbr

　　　　　　1867／68to　1871／72，　and　v．　fbr　1870／71　to　　　　【04001

　　　　　　1874／75reproduced．　Vbl．　fbr　1867／68　to　　　　書名　　Index　numbers　of　indian　prices，1861－1931

　　　　　　1871／72reproduced　with：Annual　statement　　　　　India

　　　　　　of　the　sea－borne　trade　and　navigation　of　　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　Burma＝，，　India　O飽ie　records，10R　　　　　形態　24　P．；23　cm

　　　　　　V／17／407，S10”－First　hame　of　Micromm　ed・・　注記　Micromm．　Originally　published：Delhi：

別書名India　OHice　records，　V／17／407，　S10　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1933．－At　head　of

編者　Burma・Customs　Department　　　　　　　　　　　title：Department　of　Commercial　Intelligence

所蔵　VOL：1871－1872，　S874－1875（1871－1875）　　　　　　　a皿d　Statistics，　India．一”Published　by　order　of

　　　　　　AMF－10（9），　S19）　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Governor－General　in　Counci1”．－Bound

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　reprints　of：1、ist　of　factories　and　other

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　large　industries　in　India／Department　of

金融・財政・開発　　　　　　　　　　　　Stati・ti・，　India・－2nd　issu・・－C・1・utt・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent　Govemment　Printing，　India，

【0398】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1916；and　ofi　Progress　of　Education　in　India，

書名　Financial　and　commerciaユstatistics　of　British　　　　1917／1922，　v．2，　statistics．

　　　　　　India／compiled　under　the　supervison　of　the　別書名List　of　factories　and　other　large　industries　in

　　　　　　Director－General　of　Statistics．－IMicrofiche　ed．l　　　　India

巻次等一13th（11907］）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Progress　of　Education　in　India，1917／1922

出版　Leiden：IDC　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　Dept．　of　Commercial　Intelligence　and

形態　micro丘ches；9x12　cm　　　　　　　　　　　　　　　Statistics
注記　Description　based　on：11th　issue（［1904］）．－　　　　　India・Dept・of　Statistics

　　　　　　Micro丘che．　Originaユly　published：Calcutta：　所蔵　3rd（1861－1931）：AMF－16　5296920266

　　　　　　0Hice　of　the　Superintendent　of　Government

　　　　　　Printing，　India，118－？］－1907．－Originally　12th　　［0401］

　　　　　　issue（［1906］）一．－Originally　continued　by：　　書名　Prices　and　wages　in　India／compiled　in　the

　　　　　　Statistics　of　British　India．　　　　　　　　　　　　　　　Statistical　Bureau，　Government　of

編者　India．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　　　　India．一［In－house　reproduction，　Micromm　ed．］

　　　　　　India．　Commercial　Intelligence　Dept　　　　　巻次等12th　issue（11895】）－37th　issue（［1923D

所蔵　VOL：11－13（1904－1907）AMS－4（1－484）　　　　出版　　【India】：［s．n．］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　7micromm　reels；35　mm

【0399］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro丘lm．　Originally　published：Calcutta：

書名　Report　of　the　annual　general　meeting　of　　　　　　OHice　of　the　Superintendent　of　Government

　　　　　　・ha・eh・lders／R・・e・v・B・nk・f　　　　　p・inting，　Indi・［・t・．｜，1895－1923．－At　h・ad・f

　　　　　　India・一【Micro6che　ed・］　　　　　　　　　　　　　　　　title，31st－37th　issue：Dept．　of　Statistics，

巻次等1st（［Fbb．1936D－　　　　　　　　　　　　　　　　　India．－12th－16th　issues　compiled　in　the

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981　　　　　　　Statistical　Bureau；17th－21st，　under　the

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　supervision　of　the　Director－General　of
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　　　　　　Statistics；22d－30th，　in　the　O伍ce　of　the　　　書名　Annuaheport　of　the　Director　of　Public

　　　　　　Director－General　of　Commercial　Intelligence．　　　　　Health，　Madras．一［Miclo61m　ed．1

編者　India．　Dept．　of　Statistics　　　．　　　　　　巻次等58th（1921）－65th（1928）

　　　　　　India．　Dept．　of　Finance　and　Commerce．　　　出版　In－house　reproduction

　　　　　　Statistical　Branch　　　　　　　　　　　　　形態　v．：ill．，　maps

　　　　　　India・Commercial　Intelligence　Dept　　　　　注記　Reprint．　Originally　pub砧hed：Madras：

所蔵　VOL：12－29，　S　1－37（1895－1923）AMF－14　　　　　　　Printed　by　the　Supt．，　Govt．　Press，1922．1929．

［・4・2】　　　　　　　蹴漂蕊鑑。瓢～鵠慧28）
書名　Table　shewing　the　selling　Price　of　most　of　the　　　　Engineerto　the　Government　of　Madras，32nd

　　　　　　・・dina・y　p・・du・ti・n・・f　Indi・in　va・i・u・　　　（1921）－39th（1928）．－0・igin・lly・・ntinu・，，

　　　　　　districts　along　the　course　of　the　Ganges　and　in　　　　An皿al　report　of　the　Sanitary　Commissioner

　　　　　　miscellaneous　situations　both　at　the　Sudder　　　　　fbr　Madras．－Originally　continued　by：Report

　　　　　　station・and　in　the　interior　at　half　yearly　　　　　　　of　the　Director　of　Public　Health，　Madras，

　　　　　　intervals　of　1838・viz・，　May　and　December　　　　　　including　administration　of　vaccination．

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　別書名Annual　report　of　the　Director　of　Public　Heaユth

形態　　1sheet＋1pamphlet（51eaves）　　　　　　　　　　　and　Annual　report　of　the　Sanitary　Engineer，

注記　Micro61m．　Originally　published：［Calcutta，　　　　　Madras

　　　　　　183－？】．　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Madras（India：Presidency）．　Director　of

所蔵　AMF－58　52g8701g87　　　　　　　　　　　　　　　Public　Health
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras（India：Presidency）．　Of丘ce　of　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sa皿itaエy　Engineer

労働・賃金　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：58“65（1921－1928）AMF－67
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※65th（1928）はAA　11284029の1929－1936と

10403】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同リールに収録
書名　　Burma，　hal仁yearly　return　of　wages　paid，　as

　　　　　　品ce・tain・dbyinqui・yinJun。1911，in，u，al　lO406｝

　　　　　　areas　and　urban　tracts／compiled　in　the　OfHce書名　　Report　of　the　Director　of　Public　Health，

　　　　　　of　the　Commissioner　of　Settlements　and　Land　　　　　Madras，　including　administration　of

　　　　　　Records，　Burma，　Rangoon．一［Microfilm　ed．］　　　　　　vacclnatlon

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　巻次等1929（1929）－1948（1948）

　　　　　　OHice　Collection，［British　Ubrary］，1996　mmed出版　In－house　reproduction

形態　on　reel　330f　46　micromm　reels；35　mm　　　　形態　v・：ill・，　maps

叢書　India　O伍ce　Records；V／14／117　　　　　　　注記　Reprint・Originally　published：Madras：

注記　Micro田m．　Orginally　published：Rangoon：　　　　　P「inted　by　the　Supt・，　Govt・Press，1931－1949・

　　　　　　【Sup・・int・nd・nt，　G・v・・nm・nt　P，inting　and　　－O・iginally　v・1・・緬929－1939　in・lud・th・

　　　　　　Stati・n・・y，　Bu・ma，1913］－225　P．．　　　　Annual・ep・・t・f　th・S・nit碇y　En亘nee・t・th・

編者　Burma．　OHice　of　the　Commissioner　of　　　　　　　　Government　of　Madras，40th（1929）－49th

　　　　　　S。ttl。m。nt、㎝d　Land　R。，。，ds　　　　　（1938），　Annual．rep・・t・f　th・Sup・・int・nding

所蔵AMF・・（33）54・・…44・　　　6認認霊隠a蹴t㍑i翫e
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Director　of　Public　Health，　Madras．

保険・医療・福祉　　　　別書名蹴燃㌃：C畷霊i蒜㌫n。，
［0404】　　　　　　　　　　　　vaccinati・n　in…，・nd　Annu・1・ep・・t・f　th・
書名 ご｝＝＝　　’　竃…竃～鵬＝一
富裟等llt＝＝㍑）　　編者＝＝・P・e・id・n・y）・Di・ect…f

形態　v・：ill・・maps；31　cm　　　　　　　　　　　　　　　　Madras（India：Presidency）．　OHice　of　the

注記　Reprint・Originally　published：Madras・－　　　　　　Sanitary　Engineer

　　　　　　OriginCllγcontinued　by　Report　of　the　Sanitary所蔵　VOL　1929－1939，　S941，　S945－1948（1929－1948）

　　　　　　Commlssloner　fbr　Madras．　　　　　　　　　　　　　AMF－67

編者　Madras（Presidency：India）．　Sanitary

　　　　　　Commissioner

所蔵　VOL　1－2（186牛1865）AMF－67　　　　　教育

｛0405】　　　　　　　　　　　　【0407】
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書名　［Government　of　India　education　despatch　　　注記　Micro6che．　Origina皿y　published：Calcutta：

　　　　　　1854ト［Micro丘lm　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent　of　Government　Printing，　India，

出版　（：In－house　reproduction）　　　．　　　　　　　　1883．

形態　3v．　in　1（14，19，168　P．）；33　cm　　　　　　　編者　India・Education　Commission（1882－）

注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：所蔵　AMS－4（1518）5300007787
　　　　　　［London］：Ordered，　by　the　House　of　Commons，

　　　　　　to　be　printed，1854－1858．－Reproduced　　　　　【0410】

　　　　　　together　with　Parliamentary　paper．　House　of　書名　Review　of　education　in　India　in　1886，　with

　　　　　　Commons　papers，　nos．29，393，　Session　1854，　　　　　special　refbrence　to　The　report　of　the

　　　　　　and　no．72，　Session　1858．　　　　　　　　　　　　　　　Education　Commission／by　Alfred　Croft，

内容　Session　1854，　no．29．　Return　to　an　Order　of　　　　　director　of　Public　Instruction・一［Microfbrm　ed・］

　　　　　　the　Honourable　The　House　of　Commons，　　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　dated　15　April　1853，　fbr，　Return”of　all　Sums　形態　viii，361　p．

　　　　　　spent　on　Native　Education　in　India　since　April注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　1834，specifying　the　various　Fbrms　and　other　　　　　Calcutta：Printed　by　the　Supt．　of　Govt．

　　　　　　Particulaエs　in　which　such　Expenditu．－Session　　　　　Print．，　India，1888．

　　　　　　1854，no・393・Return　to　an　Order　of　the　　　編者　India．　Director　of　Public　Instruction

　　　　　　Honourable　The　House　of　Commons，　dated　18　　　　　Croft，　Alf士ed

　　　　　　July　1854，　fbr，　A　Copy”of　a　Despatch　to　the　所蔵　AMF．7　5210008826

　　　　　　Government　of　India，　on　the　Subject　of

　　　　　　General　Education　in　India，，〈BA2589322X＞．－

　　　　　　Session　1858，　no．72．　Return　to　so　much　of　an

　　　　　　Order　of　the　Honourable　The　House　of

　　　　　　Commons，　dated　the　l　l　December　1857，　as

　　　　　　calls　fbr，”Copies　of　Correspondence　with　the

　　　　　　Indian　Government，　showing　the　Progress　of
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　　　　　　deteriorated．　Please　use　this丘lm　or　the
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　　　　　　continued　by：Education　in　India　in＿．

編者　India．　Bureau　of　Education
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インド　　　　　　蓄裟等㍑。漂；；，。、994
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　注記　霊三認鑑二㌃護漂；塁三霊霊a㌫t㍑a：

馨讐1】Ass－at。g1。n，e－［Mi，，。丘。hee司　編者灘｛謬bi・ect・・at・・fE・・n・mics

擁蕊：lh㌃；、ic翌。m　　　所蔵V・L・975（－75）AM＆4（S－539）

注記　　Description　based　on：1989．－Micro6che．　　　［0005】

　　　　　　Originally　published：Guwahati：Directorate　書名　Gazetteer　of　Bombay　State．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　of　Economics＆Statistics，　Assam・　　　　　出版　｛Leiden？］：IDC，［19－？］

編者　Assam（India）・Directorate　of　Economics　and　形態　22　micor丘ches；9x13　cm

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Title　from　originaユt．p．．一”India．　District　and

所蔵　VOL　1989・S991（1989－1991）AMS－4（S－570）　　　　　provincial　gazett㏄rs．　Bombay・LTbp　of　the

【…21　　　　　　　艦㌶1鑑麗？㌶㌫罐，d。t　the
書名　　Basic　statistics　of　Arunachal　　　　　　　　　　　　　Govt．　Central　Press，1954．－No．3946．no．

　　　　　　Pradesh・一【Micro丘che　ed・］　　　　　　　　　　　　　　3967．

巻次等1983／84（1983／84）一　　　　　　　　　　　　別書名India　district　and　provincial　gazetteers

出版　Leiden：IDC，c1994　　　　　　　　　　　　　　Bombay
形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

注記　Description　based　on：1983／84．－Micro丘che．　所蔵　Poona：AMS－11　5300023511
　　　　　　0riginally　published：Shillong：Directorate　of

　　　　　　Economics　and　Statistics　Government　of　　　　［0006】

　　　　　　Arunachal　Pradesh，［1985－．　　　　　　　　　書名　　Karnataka　at　a　glance・一［Micro丘che　ed．］

編者　Arunachal　Pradesh（India）．　Directorate　of　　出版　Leiden：IDC，c1994

　　　　　　Economics　and　Statistics　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

所蔵　VOL：1983－1984（1983－1984）AMS－4（S－528）　　注記　Description　based　on：1987／88．－Micro丘che．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：［Bangalore］．－In

lOOO3】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kannada；t．P．　in　also　Kannada．一・・Kamataka．

書名　Bihaエdistrict　gazett㏄rs．－IMicro6che　ed．｝　　　　　　Directorate　of　Economics　and

出版　匹eiden？】：IDC，119－？］　　　　　　　　　　　　　Statistics”－Eye－readable　header．

形態　165micor丘ches；9x13　cm　　　　　　　　　編者　Karnataka（India）．　Directorate　of　Economics

注記　Title　from　originaユt．P．．一”India．　District　and　　　　and　Statistics

　　　　　　provincial　gazetteers．　Bihaエ”－Top　of　the丘ches．所蔵　VOL　1987－1988（1987－1988）AMS－4（S－569）

　　　　　　－Reproduction　in　microfiches．　Originally

　　　　　　published：1957－1963．－No．3781－no．3945．　［0007】

別書名India　district　and　provincial　gazetteers　Bihar　書名　Maharashtra　State　gazetteers・一［Micro6che　ed・］

　　　　　　Districts　gazetteers　in　India　　　　　　　　出版　ILeiden？】：IDC，［19－？］

編者　Bihaエ（India）　　　　　　　　　　　　　　　形態　micor6ches；9x13　cm
　　　　　　Roy　Choudhury，　Pranab　Chandra，1903一　　　注記　Title　from　original　t．P．．一”India．　District　and

所蔵　Champaran：AMS－115300023412　　　　　　　　　provincial　gazetteers・Mahaエashtra’LTbp　of
　　　　　　Gaya：AMS－11　5300023420　　　　　　　　　　　　　the丘chesドReproduction　in　micro丘ches・

　　　　　　Hazaエibagh：AMS－11　5300023438　　　　　　　　　　0riginally　published：1960－1962・－No・3968－

　　　　　　Monghyr：AMS－11　5300023446　　　　　　　　　　　no・4050・

　　　　　　Muza窟aエpur：AMS－11　5300023453　　　　　　別書名India　district　and　provincial　gazetteers

　　　　　　Palamau：AMS．11　5300023461　　　　　　　　　　　Maharashtra

　　　　　　Saエan：AMS－11　530002347g　　　　　　　　　　　　Districts　gazetteers　in　India

　　　　　　Singhbhum：AMS－115300023487　　　　　　所蔵　Jalgaon：AMS－11　5300023529

　　　　　　Purnea：AMS－11　5300023495　　　　　　　　　　　Kolhapur：AMS－11　5300023537

　　　　　　Bhagaユpur：AMS－11　5300023503　　　　　　　　　　Ratnagiri：AMS－11　5300023545

10004】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0008】

書名　District　statistical　hand　book　Kohima　and　　書名　Statistical　abstract．　India．　New

　　　　　　Phek／Government　of　Nagaland．一［Microfiche　　　　　series・一［Micro6che　ed・］

　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等No．1（1949）－no．11（1962）
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出版　Zug，　Switz．：IDC，1981　　　　　　　　　　　　※No．16－20，　S2－28　in　original　ed．：Lc．61－1；16，

注記　・Asian　statistics・・AS　55．－Reprint．　Originally　　　　S8－23　also　in　micro丘che：AMS－L16（14）；18

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications．－　　　　also　in　microfiche：AMS－L24（ii）

　　　　　　No．1issued　in　two　vols．－No　no．　fbr　1960．一
　　　　　　器㌶灘％騰？需葦8慧・馨署1】St。ti，ti，副。b，t竺India　N？wr・・i・・／issu・d

　　　　　　織麟｝・；鵠霊r蹴t　鑛：認麟霊謬悉ec・et・・i・仁
　　　　　　St。ti，ti。創0，g。ni、ati。n，　D。p。，tm。nt。f　　　G・v・mm・nt・f　lndla・一［Mlc・・丘・he　ed・］

　　　　　　Statistics．＿Continues：Statistical　abstract　fbr出版　Westport，　Conn・：Greenwood・［19－］

　　　　　　British　India　with　statistics，　where　availabe，　形態　micro丘ches：ill・；11　x　15　cm

　　　　　　relating　to　certain　Indian　States　f加m＿．一　　注記　Description　based　on：No・18（1970），pub・in

　　　　　　Continued　by：Statistical　abstract　of　the　　　　　　　　　1972・－Reprint・Originally　published：Delhi：

　　　　　　Indian　Union．　New　ser．．　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications．－In　micro6che

　　　　　　蕊麟2蹴c6L1；1’Sa’s°in所蔵＝1＝＝孟11iiL＿；

盟9］

巻次等No．12（1963／1964）－no．15（1967）　　　　　　10012】

出版　Zug，　Switz．：IDC，1981　　　　　　　　　書名　Statistical　abstract　of　Gujarat　State＝

注記　・Asian　statistics・，　AS　55．－Reprint．　Originally　　　　Guj　arata　Rajyana　sankshipta

　　　　　　publi、h。d、　D。lhi、Manag…fPubli・ati・n・．－　　an㎞d・・一［Mi…6・he　ed・l

　　　　　　Vbls．　fbr　1963　and　1964　issued　in　combined　　出版　Leiden：IDC，c1994

　　　　　　fbrm．－Issued　by　CentraユStatistical　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　Organisation，　DepaTtment　of　Statistics，　　　注記　English　and　Gujarati．－Micro6che．　Originally

　　　　　　Cabinet　Secretariat，　Government　of　India．－　　　　　　published：Gandhinagar：Bureau　of

　　　　　　Continues：Statistical　abstract，　India．　New　　　　　　　Economics＆Statistics，　Govt．　of　Gujarat，

　　　　　　ser．．－Continued　by：Statistical　abstract，　　　　　　　　　　　［1985－．－Vbls．　fbr　1985／1986－・－Originally

　　　　　　India．　New　ser．／issued　by　Central　Statistical　　　　　continues：Handbook　of　basic　statistics，

　　　　　　Organisation，　Department　of　Statistics，　　　　　　　　Gujarat　State．

　　　　　　Cabinet　Secretariat，　Government　of　India一　　編者　Gujarat（lndia）．　Bureau　of　Economics　and

　　　　　　no．16（1968）一．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics

編者　India．　Central　Statistical　Orga皿isation　　　　　　　Gujaエat（India）．　Directorate　of　Economics＆

所蔵　VOL：12－15（1963－1967）AMS－4（AS－55）　　　　　　　Statistics

　　　　　　※12．15in　printed　fbrm：Lc．61．1；13　also　in　所蔵　VOL：1979－1982・S985－1986（1979－1986）

　　　　　　micr。6，h。、　AMS．L16（14）　　　　　　AMS－4（S－535）

1・…】．　　．　．　馨署3］Stati、ti。al。b，t，a，t。fH。，yana／G。v，，＿。nt

書名St・tlsti』b・t・a・t・Indla・N・w・e・・／・部u・d　　。f　Ha，y。n。－Sa典yi㎞ya，a，㎜・a　H・・iy㎝・／

　　　　　　by　C・nt・al　St・ti・ti・Cl　p「g㎝is苧ti°n，　．　　H。，iyana　Sa，a㎞，a．一［Mi…丘・he　ed．1

　　　　　　＝監瓢麟晋etSec「eta「1a麟麟：漂鷲’・nCα，・1987

巻次等No・16（1968）一　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1975／76（1975／76）．一

出版　Zug・Switz・：IDC　　　　　　　　　　　　　　　Micro丘che．　Originally　issued　by：

注記　”Asian　statistics”AS　55・－Reprint・Originally　　　　｛Cha皿digarh］：Economic　and　Statistical

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications・－　　　　Organisation，　Planning　Department，

　　　　　　Contineues：Statisticaユabstract　of　the　Indian　　　　　Government　of　Haryana．

　　　　　　Union・New　ser・・　　　　　　　　　　　　　編者　Haryana（India）．　Economic　and　Statisticaユ

編者　India．　Central　StatisticaユOrganisation　　　　　　　Organisation

所蔵　VOL　16－29；1987－1990（1968－1986；1987－1990）　所蔵　VOL：1975－1977，　S980－1985（1975－1985）

　　　　　　AMS－4（AS－55）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMS－4（AS－148）
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10014】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm
書名　Statistical　abstract　of　Karnataka．一［Micro丘che　注記　Description　based　on：1978／79（1978／79）．－

　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Some　issues　have　title：Statistical　hand　book

出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　　　　Punjab．－VLYR　of　LC／MARC：1965－．一
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Micro丘che．　Originally　issued　by：Chandigarh：

注記　Description　based　on：1976／77．－Micro6che．　　　　Economic　Adviser　to　Government　Punj　ab・

　　　　　　Originally　published：｛Bangalore：Bureau　of　男ll書名Publication

　　　　　　Economics　a皿d　Statistics］．－Originally　　　　　　　　Statistical　hand　book　Punj　ab

　　　　　　continues：Statistical　abstract　of　Mysore．一　　編者　PurUab（India）．　Economic　a皿d　StatisticaJ

　　　　　　VLYR　of　LC／MARC：1973／74－．　　　　　　　　　　　Organisation

編者　Karnataka（India）．　Bureau　of　Economics　and　所蔵　VOL：1978－1979，　S987－1988（1978－1988）

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMS－4（AS－154）

所蔵　VOL　1976－1977（1976－1977）AMS－4（S－589）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0018】

［0015】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Sta髄ticaユoutline　of　Himachal　Pradesh／

書名　Statistical　abstract　of　Punjab／Government　of　　　Government　of　Himachal　Pradesh・一［Micro丘che
　　　　　　Punjab（India），　Economic　and　Statistical　　　　　　　ed・］

　　　　　　Orga皿isation．一［Micro6che　ed．1　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1987

出版　Zug，　Switz．：IDC，1981　　　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1981（1981）．一

注記　”Asian　statistics”AS　59．－Reprint．　Originally　　　　Micro丘che・Originally　issued　by：Simla：

　　　　　　published：Chandigarh：Economic　and　　　　　　　　Directorate　of　Economics　and　Statistics・

　　　　　　StatisticaユAdviser　to　Government，　Punjab．一　編者　Himachal　Pradesh（India）．　Directorate　of

　　　　　　Description　based　on：1964．－Vbls．　fbr　　　　　　　　Economics　and　Statistics

　　　　　　〈1976＞一・　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1981（1981－1981）AMS－4（AS－149）

別書名Publication
　　　　　　Ankara　saエa　Pa功aba　　　　　　　　　　　　　　　【0019】

　　　　　　Panjaba　da　ankara　sara　　　　　　　　　　書名　Statistical　pocket　book，　India／Central

編者　Punjab（India）．　Economic　and　Statistical　　　　　　Statistical　Organisation，　Department　of

　　　　　　Organisation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics・Ministry　of　Pla皿ing，　Government

所蔵　VOL　1964－1965，　S967，　S976－1978（1964．1978）　　　　of　India・－IMicro丘che　ed・］

　　　　　　AMS－4（AS－59）　　　　　　　　　　　　　出版　Leiden：IDC・c1989

　　　　　　※1964．1965，S967　also　in　micro6che：　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　AMS－L－16（18）　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1975・－Micro丘che・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Delhi：Controller　of

【00161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications．－VLYR　of　LC　MARC：1968－．一

書名　　Statistical　hand　book，　Assam／Department　of　　　　　Originally　continues：Statistical　pocket－book

　　　　　　Economics　and　Statistics，　Government　of　　　　　　　of　the　Indian　Union．

　　　　　　Assam．一［Micro丘che　ed．］　　　　　　　　　　編者　India．　Central　Statistical　Orga皿isation

出版　Zug：IDC，c1987　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1975，　S977－1986（1975－1986）

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　AMS－4（AS－145）

注記 隠＝灘蹴＝！㌔元ll。ng：【・・2・1．
　　　　　　D・pt．・f　E・・n・mics　and　Stati・tics，　G・vt．。f書名Stat！・ti・al　y・a・b・・k品・th・y・≡・…／pni・n

　　　　　　Ass㎜．－0卿ally　v・1・．㊤・〈1973＞一．一　　　コ℃mt・・y・f　G・a，　D・man皿d　Dlu・一［Mlc・・6・h・

　　　　　　0・i葭nally　v・1・．品・〈1978＞一．　　　　　・d・］

別書名Statistical　handbook　Assam　　　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1987

編者　Assam（India）．　Dept．　of　Economics　and　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1975／76　and　1976／77

　　　　　　Assam（India）．　Directorate　of　Economics　and　　　　　（1975／76　and　1976／77）with　preface　dated

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981．－Micro丘che．　Originally　published：

所蔵　VOL　1967－1968，　S973－1974，　S978，　S981．1982　　　　Panaji：Dir；ctorate　of　Planning・Statistics

　　　　　　（・967－・982）AMS－4（AS－・46）　　　　芸1．Ev砿uat’°n・G°就・°fG°a，　Daman　and

［0017】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Goa，　D㎜an　and　Diu（India）．　Directorate　of

書名　Statistical　handbook　of　Punjab／Government　　　　planning・Statistics＆Evaluation
　　　　　　of　PurOab（India）．一［Micro6che　ed．］　　　　　　所蔵　VOL：1975－1979（1975－1979）AMS－4（AS－147）

出版　Zug：IDC，c1987　　　　　　　　　　　　　　　※duplicate：AMS－4（S－103）
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人ロ統計　　　　　　　　　　　　　出版　W・・db・id9・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publi・ati・n・，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　＊一〈1950＞一＊　　　　　　　・　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India；paper　no．1，1953

［00211　　　　　　　　　　　　1nt。mati。nal　p。pul。ti。n　cen、u・publi・ati・n・・
書名　　80recenseamento　geral　da　populacao：　　　　　　　　Asia

　　　　　　realizado　em　15　de　dezembro　de　1950　　　　　注記　Originaユly　published：Delhi：Manager　of

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Publications，1953－25　P．：ill．，　maps；28　cm．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（82）5400026695
館Int・m・ti・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・ns：　　※Lib，町h品。1，。　P，int。d飴・m・

　　　　　　A・ia　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）
注記　At　head　of　title：India　Portuguesa，　Reparticao

　　　　　　Central　de　Estatistica　e　Infbrmacaoド　　　　　10025］

　　　　　　Originally　published：Goa：Imprensa　　　　　書名　　Religion－1951　census

　　　　　　Nacional　do　Estado　da　India，1956－1959－3v・・出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　－Publisher　varies：v．2published　by　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　Tipogra丘a　e　Encaderanacao”Araujo”；v・3　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　publi・h・d　by　Tip・9・a丘・A・i・na・　　　叢書C。n，u，。f　Indi。；P。p。，　n。．2，1953

編者　Portuguese　India・Reparticao　Central　de　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Estatistica　e　Infbrmacao　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　v・1～3：AMF－L43　5400029541　　　　　　注記　Originaユly　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　・一〈・95・〉一・　　　　編者器＝：｝慧。誌1麗；1

【0022】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（82）5400026703
書名　Final　population　totals－1951　census　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1951）

雀馨㌔㌫…1，、952．．晋611＝－ph－m一
　　　　　　隠nat’輌゜pu’at1°ncensuspub”cat’°ns：出卵；；db・idg｛・Resea・chPubli・ati・n・・

所蔵　AMFL－45（82）540002667g　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　※Lib・a・y　h蝿・・P・int・曲「m：　　　注記0，iginally　publ拍h。d，［D。lhi・M郷g…f

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　　　Publi。ati。n、，・953】一・57　P．．

10023】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General

書名　Population　zones，　natural　regions，　sub－regions　所蔵　AMF－L45（82）5400026711

　　　　　　and　divisions　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1951）

形態㍑1・・〔5mm　　　晋7】Spec□。up、一、95、cen，us

叢書 認溜＝：㌶謡bli，ati・n・・出哩；；db・idg』・R・・ea・一・ati・n・，

　　　　　　Asia．　．　．　　　　形態・mi。，。61m；35　mm
注記 3＝麟＝：：罐；：i27叢書ぽ＝搬＝1認bli。ati。ns：

　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fb「m：　　　　　　編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　所蔵AMF－L．45（82）54…26729

｛0024】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

書名　Sample　verification　of　the　1951　census　count　　　　　Ld・61－12（1951）



85

［00281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（83）5400026760
書名　Maternity　data－1951　census　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　lOO32】
叢書　Census　of　India；paper　no．5，1953　　　　　書名　Displaced　persons－1951　census

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　Publications，［1953］－95　P．：ill．；28　cm．　　　叢書　Census　of　India；paper　no・4，1954

編者　India．　OHice　of　the　RegistraエGeneral　　　　　　　　International　population　census　publications：

所蔵　AMF－L45（82）5400026737　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　Publi・ati・n・，1954－175　P・；28・m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　Of丘ce　of　the　Registrar　General

［0029］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（83）5400026778
書名　Languages－1951　census　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　［0033］

叢書　Census　of　India；paper　no．1，1954　　　　　書名　Uteracy＆educational　sta皿dards－1951　census

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Publications，1954－1v．（vaエious　pagings）；　叢書　Census　of　India；paper　no．5，1954

　　　　　　28cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L45（82）5400026745　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of
　　　　　　※L、ibrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Publications，1954－296　P・；28　cm・

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　編者　India・0伍ce　of　the　Registrar　General

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（83）5400026786

［00301　　　　　　　　　　　　※Lib，a，y　h⊇，。　P，int。d品，m、
書名　Lifb　tables－1951　census　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0034】

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Estimation　of　birth　and　death　rates　in　India

叢書　Census　of　India；paper　no．2，1954　　　　　　　　　during　1941－50－1951　census

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：｛Delhi：Manager　of　　　形態　　1　micro田m；35　mm

　　　　　　Publications，1954］－60　p．；28　cm．　　　　　叢書　Census　of　India；paper　no．6，1954

編者　India．　Of丘ce　of　the　Registrar　General　　　　　　　　International　population　census　publications：

所蔵　AMF－L45（82）5400026752　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1954－64　P・；28　cm・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General

［00311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（83）5400026794
書名　Age　tables－1951　census　　　　　　　　　　　※Library　has　aユso　printed長）rm：

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　1977

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　【00351
叢書　Census　of　India；paper　no．3，1954　　　　　書名　Subsidiary　tables－1951　census

　　　　　　International　population　census　publications：出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　形態　1micro61m；35　mm
　　　　　　Publications，1954－172　p．，［311eaves　of　plates　叢書　　Census　of　India；paper　no．7，1954

　　　　　　：ill；・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　India．0伍ce　of　the　RegistraエGeneral　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of　　　［0039】

　　　　　　Publications，1955？F　270　P・；28　cm・　　　　書名　Economic　classi丘cation　by　age　groups－1951

編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General　　　　　　　　census　Mysore

所蔵　AMF－L45（83）5400026802　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　※五braエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　1977

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India；paper　no．4，1955

｛0036】　　　　　　　　　　　　Int。，nati。na1　P。pul。ti・n　cen・u・publi・ati・n・・
書名　Sample　census　of　births　and　deaths－1953－54，　　　　Asia

　　　　　　Uttal　Pradesh　　　　　　　　　．　．　　　注記　Originally　published：［New　Delhi：Deputy

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publlcatlons，　　　　Registrar　General，　India，1956］－200　P．；28

　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　India．　Of丘ce　of　the　Reg拍trar　General

叢書　Census　of　India；paper　no・1・1955　　　　　所蔵　AMF－L．45（84）5400026844

注記麗：蕊ご㌘二1；霊聯）a』i　
　　　　　　Supt・，　P・int・・nd　St・ti・n・・y，　Utt・三P・ad・・h・【0040】

　　　　　　1955］－185P・・［2］leaves　of　plates：lll・；28　cm・　書名　　Economic　classi丘cation　by　age　groups－1951

編者　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　census　West　Bengal

　　　　　　UttaエPradesh　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L－45（83）5400026810　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　罐畷）als°P「’nted飴「m：　雀馨と隠謡㌶P。＿5，、955

［0037】　　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati°ns：
書名　Sample　census　of　births　and　deaths－1952－53，　　　　Asia

　　　　　　India　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

出版　Woodbridge，　Conn，：Research　Publications，　　　　Publications，1957－30g　P・；28　cm・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（84）5400026851
叢書　Census　of　India；paper　no．
　　　　　　Int。m。ti。nal　p。pul。ti。n，en，u，　publi・ati・n・・【0041】

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Working　Population　in　Calcutta　Industriaユ

注記　Originally　published：［New　Delhi：Deputy　　　　　　Region－Distribution　by　i竺dustry，　place　of

　　　　　　R。亘，t，a，　G。n。，al，　Indi・，1955卜xii，540　P．；　　bi・th　and・du・ati・n・l　attamm・nt－1951

　　　　　　28cm．　　　　　　　　　　　　　　　　census
編者　India．　Of丘ce　of　the　Registrar　General　　　　出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications・

所蔵　　AMF－L－45（83）5400026828　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India；paper　no・6，1955
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

［0038】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

書名　Economic　classi丘cation　by　age　groups－1951　　注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of

　　　　　　census　Uttar　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　publications，1958］－xxviii，677　P・；28　cm・

出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications，　編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（84）5400026869

形態　　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　India；paper　no．3，1955　　　　　［0042】

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　書名　　General　population　tables　and　summary

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丘gures　by　districts　of　reorganised　states－1951

注記　OriginaJly　published：［New　Delhi：Deputy　　　　　　census
　　　　　　Registrar　Genera1，　India，1956】－vii，350　P・；　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　28cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

編者　India・OHice　of　the　Registrar　General　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

所蔵　AMF－L－45（83）5400026836　　　　　　　　　叢書　Census　of　India；paper　no．1，1957

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Internatkmal　population　census　publications：

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of　　　［0046｝

　　　　　　Publications，1957］－255　P・；27　cm・　　　　　書名　Economic　tables　of　reorganised　states－1951

編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General　　　　　　　　census

所蔵　AMFL45（84）5400026877　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

【・・43】　　　　　　　　　叢書C・n・u・・fIndi・；pap・・n・・1，196°
酩lg5・C・n・u・liv・lih・・d，・ivil・・nditi・n　and　　麗：nat’°na’p°pulat’°n　census　publ’cati°ns：

　　　　　　麟㌶鴇，㌶：瓢　P’e　注記・・iginally　publi・h・d・［D・lhi・M－g…f

出版 ㌫db・idg｛・R・・e班・hPubli・ati・n・，編者霊摺：：認麟悉認cm

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Mitra，　Asok，1917一

叢書　Census　of　India；paper　no．2，1957　　　　　所蔵　AMF－L－45（84）5400026919

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　※五braエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

注記　Errata　slip　inserted．－Originally　published：
　　　　　　D・lhi・Manag。・。f　Publi，ati。n，，1958－265　P．［0047｝

　　　　　　；28cm．　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Scheduled　castes　and　scheduled　tribes

編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General　　　　　　　　arranged　in　alphabetical　order

所蔵　AMF－L45（84）5400026885　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications，

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India；paper　no，2，1960

［00441　　　　　　　　　　　　1nt・mati・n・l　p・pul・ti・n　cen・u，　publi，ati。n，、
書名　Characteristics　of臨mily　households　1951　　　　　　Asia

　　　　　　census－West　Bengal　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications・　　　　Publications，19601－17g　P．；28　cm．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General

形態1mi…丘lm；35　mm　　　　　所蔵AMF．L－45（84）54…26927
叢書C・n・u・？fIndi・；P・pρ・n・・1，1958．．　　※Lib，a，y』1，。　P，int。d飴，m：

　　　　　　隠nat’°nal　p°pulat’°n　census　pub’1cat1°ns：　Ld・6L・2（・951）

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　［00481

編者 講騰竃蕊竃竃t…三繍還麟t＝輔＝
所蔵罐聯＝2689、　’形態濫輌；35mm
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　叢書　Census？f　India；papgr　no・3，1960．

　　　　　　Ld・6L・2（1951）　　　　　　隠nat’°nal　p°pu’at1°n　census　pub”cati°ns：

｛0045】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of
書名　Religion　a丑d　livelihood　classes　by　educational　　　　publications，1962－v，278　P・；28　cm・

　　　　　　standards　of　reorganised　states－1951　census　　編者　India．　O伍ce　of　the　Registrar　General

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L－45（84）5400026935

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

叢書　Census　of　India；paper　no．1，1959

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　［0049】

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Report／by　R．A．　Gopalasw㎜i

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Publications，1960－4g　P．；28　cm．　　　　　　　　　　1977

編者　India・Of匠ce　of　the　Registrar　General　　　　形態　1micromm；35　mm

所蔵　AMF－L45（84）5400026901　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．1；India；pt．1A

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1、d．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”R．A．　Gopalasw㎜i，　of　the　Indian　Civil　　　叢書　Census　of　India，1951；v．1；India；pt．2－C

　　　　　　Service，　Registral　General，　India　and　ex－oHicio　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Census　Commissioner　fbr　India”．－Originaユly　　　　　Asia

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　注記　”R．A．　Gopalaswami，　of　the　Indian　Civil

　　　　　　1953－xxxi，234　P・：ill・，　maps；27　cm・　　　　　　　　Service，　Registral　General，　India　and　ex－oHicio

編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General　　　　　　　Census　Commissioner　fbr　India”．－Originally

　　　　　　Gopala8wami，　R．　A．　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

所蔵　AMF－L－45（73）5400026083　　　　　　　　　　　　1954－456　P・；27　cm・
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　India・0冊ce　of　the　Registrar　General

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gopalaswami，　R・A・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（73）5400026125

［0050］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

書名　　ApPendices　to　the　Census　report，1951／R．A．　　　　Ld・61－12（1951）

　　　　　　Gopalaswami
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　10053］

　　　　　　1g77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Report／by　Rajeshwari　Prasad

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　Census　of　India，1951；v．1；India；pt．1－B
　　　　　　International　population　census　publications：　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1951；v・2；Uttar　Pradesh；

注記　・R．A．　Gopalaswami，　of　the　Indian　Civil　　　　　　　pt・1A．　　　　　．　　　　　　．　．
　　　　　　S。，vice，　R。亘，t，al　G。n。，al，　India　and。x．。伍。i。　　In〔・・nat・・nal　p・pul・t・・n・en・u・publlcat1°ns：

　　　　　　C。n、u，　C。mmi部i。n。，飴，　Indi。，，．－0，i輌訓ly　　Asla

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　注記　Originally　published：Allahabad：

　　　　　　1955－v，41g　P．；27　cm．　　　　　　　　　　　　　　　Superintendent，　Printing　and　Stationery，

編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General　　　　　　　　Uttar　Pradesh，1953・

　　　　　　Gopalaswami，　R．　A．　　　　　　　　　　　　編者　India・0伍ce　of　the　Registrar　General

所蔵

馨τ11

雛一1－t竺A馨τ4ごi㍑ご一一／by
出版 ㌫dbndg亀C°　：Resea「chPub’1cat’°ns’出版認；；db・idg‥・R・・ea・chPubli・ati・n・，

霞謙議li二∴二1｛蹴霊、裟響1竃瞭1、1；2；Ut－h－

　　　　　　A・・a　　　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi，ati。n、、
注記　”R・A・Gopalaswami，　of　the　Indian　Civil　　　　　　　Asia

　　　　　　Service，　Registral　Genera1，　India　a皿d　ex－o伍cio　注記　Originally　published：Allahabad：

　　　　　　C・n・u・C・mmissi・n・・飴・Indi・”・－0・ゆ副ly　　Sup。，int。nd。nt，　P，inting孤d　Stati・n・・y，　Utta・

　　　　　　publi・h・d・D・lhi・M・nag…fPubli・ati・㎎，　　P，ad。，h，　Indi。，1952－x，261　P．；30，m．

　　　　　　1954－xxvii，466　P・；27　cm・　　　　　　　　編者　Prasad，　Rajeshwari

編者　India・Omce　of　the　Registrar　GeneraJ　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Gopalaswami，　R・A・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uttar　Pradesh

所蔵　AMF－L－45（73）5400026117　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（74）5400026141

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

【0052］　　　　　　　　　　　10055】
書名　Economic　tables：rural＆urban　population／　書名　General　population　tables＝Samanya
　　　　　　R・A・Gopalaswami　　　　　　　　　　　　　　　　　　　janasankhya　sarani／by　Rajeshwari　Prasad，

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　Superintendent，　Census　Operations

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Researdl　Publications，

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．3；Madras　and

叢書　Census　of　India，1951；v．2；Uttar　Pradesh＝　　　　Coorg；pt．1
　　　　　　Uttara　Pradesa；pt．2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Madras：Printed　by　the

注記　Originally　published：Allahabad：　　　　　　　　　Superintendent　Government　Press，1953－308

　　　　　　Superintendent，　Printing　and　Stationery，　　　　　　　P・：map・

　　　　　　Uttar　Pradesh，　India，1952－18g　P．；30　cm．　編者　India・0冊ce　of　the　Registrar　Genera1

編者　Prasad，　Rajeshwari　　　　　　　　　　　　　　　　Ven㎞teswa「an・S・
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　所蔵　AMF－L45（75）5400026182

　　　　　　Uttar　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－L45（74）5400026158　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1951）

　　　　　　霊麟）a’s°p「’nted飴「m：　寳τ9］T。bles／by鼠Wn㎞t。、W班。n

［00561　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名 R；＝樵A・th』・ani／by形態1忽cr。61m；35mm

出版 X；；db・idgらC・…・Resea・chPubli・ati・n・，叢書ε1：1爵丁’⇒1951；仏3；Mad「品and

形態・mi…61m；35　mm　　　　　隠nati°na’p°pu’at’°n　census　pub”cati°ns：

叢書 総s＝；霊121；2；Utta「P「ad㏄h＝注記鵠＝iき＝隠麟13離
注記　Originaユly　published：Allahabad：　　　　　　　　　p．．

　　　　　　Superintendent，　Pr！nting　and　Stationery，　　　編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General

　　　　　　Utt碇P・ad題h・Ind・a・1952－701　P・；30・m・　　Wn㎞t。，w。，an，　S．

編者　Prasad，　Rajeshwari　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．2－A，　B：AMF．L45（75）5400026190
　　　　　　1ndia・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・・　　※Lib，碇y　h品。1，。　P，int。d飴，m、

　　　　　　Utt・・P・ad・・h　　　　　　　　Ld．61－12（1951）
所蔵　AM恥L45（74）5400026166
　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　【0060］

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Report　and　subsidiary　tables／by　J．B・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bowman，　Superintendent　of　Census

lOO571　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0perations　fbr　Bombay，　Saurashtra　and　Kutch

書名　Age　and　social　tables／by　Rajeshwari　Prasad　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v・4；Bombay，

館C・n・u・・flndi・，1951；v．2；Utt・・P・ad紬一　　S・u・品h｛・a　and　Kut・h；pt・1　．，
　　　　　　Uttara　Pradesa；pt．2－C　　　　　　　　　　　　　　　　　　Internatlonal　populatlon　census　publlcatlons：

　　　　　　Int・m・ti・nal　p・pul・ti・n　cen，u，　publi。ati。n、、　　A・i・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Bombay：Printed　at　the

注記　OriginaJly　published：AIIahabad：　　　　　　　　　Govt・Central　Press，1953－ix・333　P・：maps
　　　　　　Sup・・int・nd・nt，　P・inting　and　St。ti・n。，y，　　　；29　cm・

　　　　　　Uttar　Pradesh，　India，1953－817　P．；30　cm．　編者　Bowman，　J・B・

　 鷲麟nt－us・一　§i憲撒欝賠一・
所蔵AMF．L45（74）54…26・74　　　所蔵AM竺一L－45（75）54°°？262°8
　　　　　　霊聯）・1・・P・int・一・　　罐蹴訓s°P「’nted飴「m：

【・・581　　　　　　晋11G。n。，alp。pulati。ntabl。，，。。c舳d，ultu，al

書名　Report／by　S・Venkateswaran　　　　　　　　　　　tables　and　summary丘gures　by　talukas　and

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　petas／by　J．B．　Bowman，　Superintendent　of

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations　fbr　Bombay，　Saurashtra

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kutch
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
叢書　　Census　of　India，1951；v．4；Bombay，　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．5；Bihar；pt・2B

　　　　　　Saurashtra　and　Kutch；pt．2－A　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Patna：Supt．，

注記　Originally　published：Bombay：Printed　at　the　　　　Government　Print．，　Bihar，1953－319，　vi　p・；

　　　　　　Govt．　Central　Press，1953－403　P．；29　cm・　　　　　　29　cm．

編者　Bowman，　J・B・　　　　　　　　　　　　　　編者　Prasad，　Ranchor
　　　　　　India・Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations　　　　　　　Bihar

　　　　　　fbr　Bombay，　Saurashtra　and　Kutch　　　　　　所蔵　AMFL45（76）5400026240

所蔵　AMF－L－45（75）5400026216　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Lib・a・y　has副・・P・int・d飴・m・　　　　　Ld．61－12（1951）
　　　　　　1、d．61－12（1951）

㍑2】E。。n。mi，t。bl，，andh。u，eh。ldand。ge馨τ5］R・些byAMit・a　．．

　　　　　　（，ampl。）t。bl。，／by　J．B．　B・wman　　出版W・・db・・dg・，　C・nn・：Resea「ch　Publ’cat’°ns，

出版
認；；db・idg亀C・…・Rese・・chPubli・ati・n・・形態：9三，，。61m；35mm

　　　　　　Int。，nati。nal　p。pul。ti。n，en，u，　publi・ati・n・・　　A・・a

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Delhi：Manager　of

注記　Originally　published：Bombay：Printed　at　the　　　　publications・1953－・

　　　　　　Govt．　Central　Press，1953－454　P．；29　cm．　編者　Mitra，　A

編者　Bowman，　J．　B．　　　　　　　　　　　　　　所蔵　pt．1A，　C：AMF－L45（76）5400026257

　　　　　　1ndia．　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations　　　　　　　　　I・d．61－12（1951）

　　　　　　fbr　Bombay，　Saurashtra　and　Kutch

所蔵　AMF－L45（75）5400026224　　　　　　　　　［00661
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Vital　statistics　West　Bengal　1941－50／by　A．

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mitra　and　P．　G．　Choudhury

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

【0063】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

書名　Tables（A，　E，　C　and　D　series）／by　Ranchor　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　P「asad．　　　　　　　　　　　　．　．　　　叢書　Census　of　India，1951；v．6．［West　Bengal，

出版　Woodbrldge・Conn・：Research　Publlcatlons，　　　　Sikkim＆Chandernagore／by　A．　Mitra｜；pt．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1B

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　Census　of　India，1951；v．5；Bihar；pt・2A　　　　　Asia

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　publications，1952－75　P．；28　cm．

注記 8＝＝：d鑑闘Et589，ivp；編者麟㍑晋
編者＝；，Ran。h。，　　　　所蔵A≡45（76）54・・？26265
　　　　　　㍑Sup・・int・nd・nt・fC・n・u・・P・・at’・n亀　罐㌶als°P「’nted飴「m：

所蔵AMF－L45（76）54°°°26232　　　1・・67】
　　　　　　霊蹴）a’s°pr’nted飴「m：　富㌶㌶霊㌦，ea，由Publi，ati。n、，

［00641　　　　　　　　　　　　　1977
書名　Tables（economic　tables）／by　Ranchor　Prasad　形態　　1　micromm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1951；v．6；West　Benga1，　　叢書　Census　of　India，1951；v．7；Madhya　Pradesh

　　　　　　Sikkim＆Chandernagore；pt．2　　　　　　　　　　　　；pt．1A

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　注記　Originally　published：Nagpur：Govt．　Print．，

　　　　　　Publications，1953－iv，535　P．、　　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh，1953－xxx，430　P．，［11fbld．

編者　Mitra，　A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　leaf　of　plates：ill・，　maps；28　cm・

所蔵　AMF－L45（76）5400026273　　　　　　　　編者　Kerawalla，　J・D・

　　　　　　罐1㌶｛d　　　竃議藍nt－一・－
pO681　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（77）5400026307

書名　　Calcutta　City／A．　Mitra　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn、：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1951）

形態19忽・・mm；35mm　　寳71］Sub、idi。，yt。bl。，andn。t。，th。，e。n／by」D

叢書C・n・u・・flndia，1951；v・6・｛West　B・ng・1，　　K。，脚瓠la　and　H．N．　Ba呵ee

　　　　　　Sikkim芭Chandernagore］；pt・3　．　．　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Int・・natl・nal　p・pul・t1・n　cen・u・publlcat・・n・・　　1977

　　　　　　Asia．　．　．　　　形態・micr。mm；35　mm
注記゜〔ally　publ・sh・d・D三lh1・Manag…f　館C。n、u、。f　India，・95、；v．7；M。dhy。　P，ad。，h

編者鞍：器　549P：　鷲一1－t－　1－・

　　　　　　激蹴a’s°P「’nte輌：　所蔵＝蕊a＝瓢，m：

【・・6gl　　　　　　　　　　Ld・61－12（1951）
書名　　The　Calcutta　Industrial　Region：tables／A・　［0072】

　　　　　　Mit「a　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　General　population　tables　and　summary

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　6gures　fbr　districts／by　J．D．　Kerawalla

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

叢書　Census　of　India，1951；v・6・［West　Bengal，　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Sik垣m＆Ch・nd・mag・・el；pt・4　　　叢書C。n・u，・f　Indi。，1951；v．7；Madhy。　P，ad。，h
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　；pt．2－A

　　　　　　A・ia　　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pul。ti。n　cen，u、　publi，ati。n、、

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　Asia

　　　　　　Publications，1954－viii・438　P・：i11・；30　cm・　注記　Originally　published：NagPur：Govt．　Print．，

編者　Mitra，　Asok，191τ　　　　　　　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh，1952－88　p．；28　cm．

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operatior田　　編者　Kerawalla，　J．　D．

　　　　　　and　Joint　Development　Commissioner・West　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Bengal　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh

所蔵　AMF－L45（77）5400026299　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（77）5400026323
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　※Llibrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1951）

10070】　　　　　　　　　　　　100731
書名　Report／by　J．D．　Kerawalla　and　H．N　Bane司ee書名　Economic　tables／by　J．D．　Kerawalla

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1951；v．7；Madhya　Pradesh　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　；Pt・2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1951；v．8；Punjab，　PEPSU，

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　Himachal　Pradesh，　Bilaspur＆Delhi；pt．1－A

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　Originally　published：Nagpur：Govt．　Print．，　　　　Asia

　　　　　　Madhya　Pradesh，1952－xx，412　P・；28　cm・　注記　Originally　published：Simla：Printed　at　the

編者　Kerawalla，　J．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　　Army　Press，1953－a－d，　xiii，581，　xcii　p．；28

　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　cm．

　　　　　　Madhya　Pradesh　　　　　　　　　　　　　編者　Va8hishta，1akshmi　Chandra

所蔵　AMF－L－45（77）5400026331　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（78）5400026364
　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1951）

10074】　　　　　　　　　　　100771
書名　Household　and　age（sample）tables・and　social書名　Subsidiary　tables／by　Lakshmi　Chandra
　　　　　　and　cultural　tables／by　J・D・Kerawalla　and　　　　　　Vashishta

　　　　　　H・N・Bane司ee　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

形態1mi…61m；35　mm　　　　　叢書C。n，u、。f　Indi。，1951；v．8；P剛b，　PEPSU，
叢書C・n・u・・fIndi・・1951；v・7；M・dhy・P・ad・・h　　Him。。h。l　P，ad。，h，　Bila、pu，＆D・lhi；pt．1－B

　　　　　　；pt・2－C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　A・i・　　．　　　　．　注記0，igin創ly　publi・h・d・Si㎡・・P・int・d・t　O．K．
注記　Originally　publlshed：NagPur：Govt・Prlnt・，　　　　Print．　Press，1953－iii，201　P．；28　cm．

　　　　　　Madhya　Pradesh・1953－vi，335　P・；28　cm・　編者　Vashishta，　Lakshmi　Chandra

編者

所蔵　AMF－L45（77）5400026349　　　　　　　　　10078］

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　書名　General　population，　age＆social　tables／by

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　　　　L。k，hmi　Chand，a　Va，hi，ht。

［0075］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Researd1　Publications，

酩M。t。mity　tabl・・／by　J．D．　K・…11a　and　　1977
　　　　　　H．N．　Bane均ee　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　mlcro丘lm；35　mm

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，195！；v・8；Punjap・PEPSU，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradesh，　Bllaspur＆Delh1；pt・2－A

裟警騨㌶　7；一一h注記瓢：ご1ご二　
　　　　　　Int。mati。n瓠P。pul。ti。n　cen，u，　publi，ati。n，、　　H・m・1・a　P・e路，1953－427　P・；28　cm・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Vashishta，　Lakshmi　Chandra

注記　Originally　published：NagPur：Govt．　Print．，　所蔵　AMF－L45（78）5400026380

　　　　　　Madhya　Pradesh，1953－175　p．；28　cm．　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

編者　Kerawaユla，　J．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　Bane司ee，　H．　N．

　　　　　　India．　Sup。，int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，10079】

　　　　　　Madhya　Pradesh　　　　　　　　　　　　　書名　Economic　tables／by　Lakshmi　Chandra

所蔵　AMF－L45（78）5400026356　　　　　　　　　　　　Vashish七a
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed品rm：　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Resear（h　Publications，

　　　　　　1、d．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1microfilm；35　mm

［0076】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1951；v．8；Punjab，　PEPSU，

書名　　Report／by　Lakshmi　Chandra　Vashishta　　　　　　　Himachal　Pradesh，　Bila8pur＆Delhi；pt・2－B

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Simla：Printed　at　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Himalia，　Press，1953－xx，233　p．；28　cm．　　　　　　　1977

編者　Vashishta，　Lakshmi　Chandra　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

所蔵　AMF－L－45（78）5400026398　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．10；Rajasthan　and

　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ajmer；pt．1A

　　　　　　I」d・61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

㍗晦t／byCKM肛thy　　注r腰＝岬hp－一隅
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　編者　Dashora，　YUmuna　Lal

蟻慧認；肌9；＿＿所蔵竃㌫曇票甑

　　　　　　In；・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・㎎・【0084】

注記

10081】　　　　　　　　　　　A・ia

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（7g）5400026455

館C・n・u・・fIndia，1951；v．9；Hyd・・abad；pt．　　※Lib・a・y　h肥al・・P・int・d飴・m・
　　　　　　1B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I・d．61－12（1951）

　　　　　　麗nat’°na1　P°pulati°n　census　publ’cat’°ns：【・・85】

注記　Originally　published：Hyderabad：Govt．　　　書名　Subsidiary　tables　and　district　index　of

　　　　　　P・ess，1954－iv，214　P．；29。m．　　　　　n・n－ag・i・ultu・al・ccupati・n・／by　Yamuna　Lal

編者　Murthy，　C．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dashora

所蔵　AMF－L45（79）5400026414　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　形態1micr・61m；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1951；v．10；Rajasthan　and

【0082】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ajmer；pt．1－B

書名　　Tables／by　C．　K．　Murthy　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Asia

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Errata（g　P．）inserted．－Originally　published：

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Jaipur：Govt・Press，1953－iv，　iv，463　P．；29

叢書　Census　of　India，1951；v．9；Hyderabad；pt．　　　　cm’
　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Dashora，　Yamuna　Lal

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rajasthan　and　Ajmer

注記　Originaユly　published：Hyderabad：Govt．　　　所蔵　AMF－L45（79）5400026448

　　　　　　Press，1953－2v．；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　※Llibrary　has　also　printed　fbrm：

編者　Murthy，　C．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

所蔵　pt．2－A，　B：AMF－L45（79）5400026422
　　　　　　※Lib・a坤品al，。　P，int。飾，m：　　　［00861

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Tables／by　YUmuna　Lal　Dashora

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

｛0083】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

書名　Report／by　YUmuna　Lal　Dashora　　　　　　形態　1micromm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1951；v．10；Rajasthan　and　編者　Ahmed，　M．
　　　　　　Ajmer；pt．2A　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　Orissa

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（80）5400026497

注記　Originally　published：Jodhpur：Govt・Press，　　　　※Hbraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1953－461p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

編者　Dashora，　YUmuna　Lal
所蔵　AMF－L45（79）5400026463　　　　　　　　　［0090】
　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　Tables　relating　to　economic　classification，

　　　　　　－2（・951）　　　　　霊＝：lt劉。藍濃ti。n、，。，issa

【00871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　Economic　tables／by　Yamuna　Lal　Dashora　　　　　1977

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．11；Orissa；pt・2－B

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　；Tables
叢書　Census　of　India，1951；v．10；Rajasthan　and　注記　Originally　published：Cuttack：Supt・，　Govt・

　　　　　　Ajm。・；pt．2－B　　　　　　　　　p・㏄・，　O・issa・1953－273　P・；29・m・

注記　Originally　published：Jodhpur：Govt．　Press，　編者　Ahmed・M・　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　1953－323P．；29，m．　　　　　　　Indi・・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・Op・・at・・n・，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Orissa

編者　Dashora，　Yamuna　Lal
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　所蔵　AMF－L45（80）5400026505

　　　　　　Rajasthan　and　Ajmer　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF．L．45（79）5400026471　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1951）

　　　　　　罐鵬）副s°P「inte』：　寳τ11　R。p。，t／byR＿gh。iwalla

【00881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

書名　Report／by　M．　Ahmed　　　　　　　　　　　　　　1977
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v・12；Assam，

　　　　　　Indi。．　Sup。，int。nd。nt。f　C。n，u・OP・・ati・n・，所蔵AMF－L－45（8°）54°°？26513

　　　　　　0rissa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　prmted　fbrm：

所蔵AMF．L45（8・）54…2648g　　　　　Ld・61－12（1951）

　　　　　　※Lib・a・y　h舗al・・P・int・d品「m：　　　［0092】

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　酩Sub，idi。，y　t。bl。，／by　R．　B．ぬghaiwalla

［・・89】　　　　　　　　　出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・e・・ch　Publicati°ns，
書名　　General　population，　social　and　cultural　and　　　　　　1977

　　　　　　1and　t。bl。、／M．　Ahm・d，　Sup・・int・nd・nt・f形態1m・c・・61m；35　mm

　　　　　　Census　Operations，　Orissa　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v・12；Assam・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Manipu『and　Tripura．；pt・1B　　　．　．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　1nt・m・t・・nal　p・pulat・・n　cen・u・publ・cat・・n・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（80）5400026521

注記　Originally　published：Cuttack：Supt．，　Govt．　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　P，，斑，0，i部。，1953－193　P．；29・m．　　　　Ld・61－12（1951）
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［0093］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro田m；35　mm
書名　General　population　tables，　suInmary丘gures　　叢書　Census　of　India，1951；v．13；

　　　　　　fbr　districts，　social　and　cultural　tables　and　　　　　　　　Travancore－Cochin；pt．1［B］

　　　　　　la皿d　holdings　of　indigenous　persons／by　R．　B．　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Vaghaiwalla　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1953－iii，79　p．．－Errata　slip

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　inserted．

叢書　Census　of　India，1951；v．12；Assam，　　　　編者　Nair，　U．　Sivaエaman

　　　　　　Manipur　and　Tripura；pt．2A　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（81）5400026562
　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　※五braエy　has　aユso　printed　fbrm：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I、d．61－12（1951）

注記　Originally　published：［Shillong：Printed　at
　　　　　　th・Muni・ip・l　P・inting　P・e部，　B・mb・y，1954］一【0097】

　　　　　　18g　P．；30　cm．　　　　　　　　　　　　　書名　丁琶bles／by　U．　Sivaraman　Nair

編者　Vaghaiwalla，　R．　B．　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，

所蔵　AM早L－45（80）5400026539　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1951；v．13；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Travancore－Cochin；pt．2

｛0094】　　　　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n，・
書名　　Economic　tables　and　household　and　age　　　　　　　　Asia

　　　　　　（sample）tables／by　R．　B．　Vaghaiwalla　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Publications，1953－303　p．．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nair，　U．　Sivaraman

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（81）5400026570
叢書　　Census　of　India，1951；v．12；Assam，　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Manipur　and　Tripura；pt．2B　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0098】

注記　OriginaUy　published：【Shillong：Printed　at　　書名　Report／J・B・Mallaradhya

　　　　　　the　Municipal　Printing　Press，　Bombay，1954］一　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　306p．；30　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

編者　Vaghaiwalla，　R．　B．　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

所蔵　AMF－L45（80）5400026547　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．14；Mysore；pt．1
　　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Bangalore：printed　by

【0095】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Director　of　Printing，　Stationery　and

書名　　Report／by　U．　Sivaraman　Nair　　　　　　　　　　　　Publications，1954－448　p．：ill．，　maps．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Mallaradhya，　J．　B．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（81）5400026588
形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※互brary　ha8　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1951；v．13；　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　Travancore－Cochin；pt．1A
　　　　　　International　population　census　publications：　　｛0099］

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Tables／J．　B．　Mallaradhya

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　Publications，1953－81　P．：ill．，　map．　　　　　　　　　1977

編者　Nair，　U．　Sivaraman　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

所蔵　AMF－L45（81）5400026554　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．14；Mysore；pt．2
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　OriginaJly　published：Bangalore：printed　by

【0096】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Director　of　Printing，　Stationery　and

書名　Subsidiary　tables／by　U．　Sivaraman　Nair　　　　　　Publications，1953－iv，355　p．．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Mallaradhya，　J．　B．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（81）5400026596
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　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　・　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．15；Madhya　Bharat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＆Bhopa1；pt．2B

【01001　　　　　　　　　　　　1nt。mati。nal　p。pu1。ti。n　cen，u，　publi，ati。n，、
書名　　Report／Rang　Lal　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　注記　Originally　published：Gwalior：Government

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Central　Press，　Madhya　Bharat，1954－207　p．．

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　La1，　Rang
叢書　Census　of　India，1951；v．15；Madhya　Bharat所蔵　AMF－L－45（81）5400026638

　　　　　　＆Bhopal；pt．1A　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　　Ld．61－12（1951）

　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Gwalior：Government　［0104］
　　　　　　Central　Press，　Madhya　Bharat，1954－iv，75　書名　　Report　and　subsidiary　tables／by　N・K・Dube

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Lal，　Rang　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L－45（81）5400026604　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　※Lib・a・y　h、s訓、。　P，int。d飴，m、　　　囎C・n・u・・f　India，1951；v・16；Vindhy・

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　P・adesh；pt・1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Delhi：Manager　of

【0101】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1957－x，299　p．：maps；29　cm．

書名　Subsidiary　tables／Rang　Lal　　　　　　　　編者　Dube，　N・K

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vindhya　Pradesh

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（82）5400026646

叢書　Census　of　India，1951；v．15；Madhya　Bharat　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　＆Bhopa1；pt．1B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1951）

　　　　　　鷺nat’°n訓P°pulati°n　census　publ’cat’°ns：［…5】

所蔵AMF－L45（81）5400026612　　　形態1mi，，。mm；35　mm
　　　　　　※Libraエy　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．16；Vindhya

　　　　　　Ld・61－12（1951）　　　　　　　　P，ad。、h；pt．2

1…21　　　　　　　　隠nati°nal　p°pulat’°n　census　publ’cat’°ns：
書名

嚥竃＝溜罐麟注記㌫畿＝鑑瓢三f
出r；db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，編者蹴鏡工；int。nd。nt。fC。n、u，・P。，ati　

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0106】

注記　Originally　published：［Gwalior：Government　書名　The　Andama皿and　Nicobar　Islands／A．　K．

　　　　　　CentraユPress，　Madhya　Bharat］，1953－307　p．．　　　　Ghosh

編者　Lal，　Rang　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Researdl　Publications，

所蔵　AMF－L45（81）5400026620　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　※UbraTy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　Ld．61－12（1951）　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1951；v．17

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

10103】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

書名　Economic　tables／by　Rang　Lal　　　　　　　注記　Originaユly　published：Delhi：Manager　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Publications，1955－1xxv，53　p．：maps．－Pt．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．Report－pt．2．　Tables．
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編者　Ghosh，　A．　K．　　　　　　　　　　　　　　注記　Fbreword　by　A．　Mitra，　Registrar　Generaユ，

所蔵　AMF－L45（82）5400026661　’　　　　　　　　　　India．－Originally　published：Delhi：Manager
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Publications，［1963］－ii，64，106　p．；28　cm．

　　　　　　＊一〈1961＞一＊　　　　　　　　　　　　　編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General

馨碧7】Al＿ec＿』d。G。⇒D。m。。所蔵＝：麟＝L－
　　　　　　。Di。－S。m。　d。m。餌。phi，品pect，。f　G。a，　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　D・m皿＆Diu／P・・J・・e　C・Alm・id・　　【01111

出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，　書名　1961　census：scienti丘c　and　technical　personnel

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　tabl・・／A．　Mit・a
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
叢書　International　population　census　publications：　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

注記　Originally　published：Panjim：Govt・Print・　叢書　Census　of　India，1961；paper　no．10f　1966

　　　　　　P・e部・［1964］－363P・・ill・，　map・・　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi，ati。n，、

編者　Almeida，　Jose　C．　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L43　5400029566　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

竃】

形態1mi…61m；35　mm　　　　　所蔵AMF．L．45（72）54…29533
叢書

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　lO112】

　　　　　　Publications，1962－ci，454　P・：ill・，　maps；28　書名　Levels　of　regional　development　in　india：being

　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　part　I　of　General　report　on　India

編者　India・O伍ce　of　the　Registrar　General　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，

所蔵　AMF－L45（72）5400029509　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra

［…gl　　　　　　　｝鵬ぷn。l　p。pulati。n　cen，u，　publi。就i。ns：

書名　1961Census－religion・－2nd　ed　　　　　　　　　　　Asia

出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications・　注記　Originaユly　published：｛Delhi：Manager　of

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　Publi・ati・n・，1965－1966F　2　v．・ill．，　m・p・；28
形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　cm．

叢書　Census　of　India；paper　no・10f　1963　　　　編者　Mitra，　Asok，1917，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　India．0葺ice　of　the　Registrar　General＆

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Commissioner

注記　Originally　published：Delhi：Managaer　of　　所蔵　　（i）．　Tbxt：AM早L－45（1）5400026943

　　　　　　Publications・1967－87　P・；27　cm・　　　　　　　　　（ii）．　Tables：AMF－L45（1）5400026950

編者　India・OHice　of　the　RegistraエGeneral　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Mitra，　A．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

所蔵　AMF－L45（72）5400029517　　　　　　　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0113】

【0110】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Subsidiary　tables

書名　1961census：Age　tables　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm；35　mm
形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra

叢書　Census　of　India；paper　no．20f　1963　　　　　　　　；pt．1－C

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of　　所蔵　　（i）一（iii）：AMF－L45（2）5400027008

　　　　　　Publications，1964？】－617　p．；28　cm．　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Mitra，　Asok，1917－　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　India．0丘ice　of　the　Registrar　General＆
　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　【0117］

所蔵　　（i），（ii）：AMF－L45（1）5400026968　　　　　書名　Social　and　cultural　tables／A・Mit「÷　．

　　　　　　※nbraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publlcatlons，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm；35　mm

【0114】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．1；India；pt・2－C（i）

書名　General　population　tables　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Asia
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”A．Mitra，　of　the　India　Civil　Service，　Registrar

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　General＆ex－oHicio　Census　Commissioner　fbr
叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra　　　　India”．－Originaユly　published：IDelhi：

　　　　　　；pt．2－A（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964F　vi，555　p．；28

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　cm・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Mitra，　Asok，1917一

注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆

　　　　　　Publications，1964トii，691　p．：maps；28　cm．　　　　Census　Commissioner

編者　India．　Ofnce　of　the　Registrar　General＆　　　　所蔵　AMF－L45（3）5400027016

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－L－45（2）5400026984　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　罐蹴）a’s°pr’nte　rm：　；28］Languag。tabl。，／with。nint，。du。t。，yn。te

【0115】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　on　classi6cation　by　R．C．　Nigam

書名　Union　primary　census　abstracts　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A・Mitra

叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra　　　　；pt．2－C（ii）

　　　　　　；pt．2－A（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Bsued　by：A．　Mitra，　of　the　India　Civil　Service，

注記　Originally　published：［Delhi：Manager　of　　　　　　RegistraエGeneral＆ex－ofHcio　Census

　　　　　　Publications，1964］－lxxv，185　p．；28　cm．　　　　　　　Commissioner　fbr　India．－Originally

編者　India．0冊ce　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　1964－ccxliv，534，　iv　p．；28　cm．

所蔵　AMF－L－45（2）5400026992　　　　　　　　　編者　Mitra，　Asok，1917－
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Nigam，　R．　C．（Ramesh　Chandra），1917－

　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　OfHce　of　the　Registrar　Generaユ＆

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Commissioner

【01161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（3）5400027024
書名　　General　economic　tables／A・Mitra　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　｛0119］
叢書　Census　of　India，1961；v．1；India；pt．2－B　　書名　Migration　tables

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”A．Mitra，　of　the　India　Civil　Service，　Registrar形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　General＆ex－oHicio　Census　Commissioner　fbr　叢書　　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra

　　　　　　India’，．－Originally　published：Delhi：　　　　　　　　　；pt．2－C

　　　　　　Ma皿ager　of　Publications，1965－1966－3v．；28注記　Issued　by：A．　Mitra，　of　the　India　Civil　Service，

　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Registrar　General＆ex－o伍cio　Census

編者　Mitra，　Asok，1917－　　　　　　　　　　　　　　　　Commissioner　fbr　India．－Originally
　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　1966－1967－2v．；28　cm．
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編者　Mitra，　Asok，1917一　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（4）5400027073
　　　　　　1ndia・0冊ce　of　the　Registrar　General＆　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　’Ld．61－12（1961）

所蔵　　（iii），　Siv）：AMF－L－45（3）5400027032

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　｛01231

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　house　types　and　village　settlement
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　patterns／A．　Mitra

［0120】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　Household　economic　tables　　　　　　　　　　　　1977

出版 認号；db「’dge，　C°　：Resea「ch　Publ’cati°ns，形態・micr・mm；35　mm

肇警と＝認、；肌1．lndb／AMiぬ蛙 蹴旙二li∴㌶㌶竺
　　　　　　；pt・3　　　　　　　　　　　A，ia
注記

ii灘竃灘麟’⌒注記舞漂1瓢撫灘一
　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　編者　Mitra，　Asok，1917一

編者跳：；k：謬　　　　誌＝蒜：e輌Gene「a’＆
　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆　　　　所蔵　AMF－L45（4）5400027081

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

所蔵　　（i）：AMF－L45（3）5400027040　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　　（ii）：AMF－L－45（4）5400027057

　　　　　　　※Ub，a，y　h翻、。　p，int。d飴，m，　　　［01241

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　書名　Housing　and　establishment　tables

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

【0121】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

書名　Housing　report／A・Mitra　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　；pt．4（B）
形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　　Census　of　India，1961；v．1・India／A・Mitra　　　　Asia

　　　　　　　；pt・4A（i）　　　　　　　　　　　．　．　　　注記　Issued　by：A．　Mitra，　Registrar　Genera1＆

　　　　　　　International　population　census　publlcatlons：　　　　　ex．oHicio　Census　Commissioner　fbr　India．＿

　　　　　　　A・i・　　　　　　　　　　　0，igin品ly　publi・h・d・D・lhi・Manag…f
注記　Originally　published：IDelhi？：s・n・，1964？F　　　　　Publications，1964－657，　iv　p．；28　cm．

編者蒜1；r3］’　es°fp’ates：”L’map＆編者畿麟llll｝，a，G。n。，al＆

　　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　　Census　Commissioner

所蔵

【0122】　　　　　　　　　　［0125］
書名　Report　on　industrial　establishments／A．　Mitra書名　Special　tables　fbr　scheduled　ca8tes

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications・
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra
　　　　　　；pt．4A（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；pt．5－A（i）

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：［Delhi？：s．n．，1964？］一　　注記　Issued　by：A．　Mitra，　of　the　Indian　Civil

　　　　　　338，vi　p．，110］leaves　of　plates：ill．，　maps・　　　　　　　Service，　RegistraエGeneral＆ex－o冊cio　Census

編者　Mitra，　Asok，1917－　　　　　　　　　　　　　　　　Commissioner　fbr　India．－Originaユly

　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　1966－liii，436　p．；28　cm．
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編者　Mitra，　Asok，1917一　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．1．．India；pt．9
　　　　　　1ndia．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L－45（4）5400027107　　　　　　　　　注記　Originally　pub晦hed：New　Delhi：Register
　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Generaユ＆Ex－0伍cio　Census　Commissioner

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　飴・India・｛19701－xiii・423　P・・ill・，　m・p・（・・m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fblded，　col．），53　cm．

［01261　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Gupta，　P．　Sen
書名　　Special　tables　fbr　scheduled　tribes　　　　　　　　　　Mitra，　Asok，1917一

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L－45（6）5400027131

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

囎 ；；：s瓢i｝r⌒1；v’1’Ind’a／AM’t「a［・・2gl　．．

　　　　　　鷺nati－・lp・pul・ti・nce－・publi・ati・n・・蕊蒜え蒜瓢11R。，ea，chPubli。ati。n、，

注記 監ll。；ζ。；；隠＝瓢1：iL。n、u，形態1＝m；35mm　　．
　　　　　　C。mmissi。n。，飴，　Indi。．－0，i劇nally　　叢書C・n・u・・f　India・1961；v・1・Indi・／A・M・t・a

　　　　　　pubh、h。d、　D。lhi、Manag。・・f　Publi・ati・㎜，　　；pt・11A

　　　　　　1966－1iii，518，　vi　p．；28，m．　　　　　In～・・nati・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati°ns：

編者　Mitra，　Asok，1917．　　　　　　　　　　　　　　　　Asla．　．．．　　　　　．
　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　注記　B竺h（1）色！l1）lss｝ed　by今・Mltra，　of　the

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　Indlan　Clvll　Servlce，　Reglstrar　General＆

所蔵

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　－0，ゆaUy　publi，h。d，　D。lhi，M。nag，，。f

　　　　　　，t。tu、　in　di艶，ent，t。tut。、　and　cen，u，e、　　　C・n・u・C・mmissi・n・・

　　　　　　，t訂ting加m・92・　　　　　所蔵（i），！ii）・AMF－L45（6）．5400027149

出版 ㌫db・idg亀C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，　霊臨蒜）a’s°P「1nted飴「m：

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　［01301
叢書　Census　of　India，1961；v・1・India／A・Mitra書名　Inquiries　into　the　spoken　languages　of　India：

　　　　　　；pt・5B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from　eady　times　to　census　of　India　1901／

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　丘）reword：A．　Mitra；general　supervision＆

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　guidance：R．C．　Nigam；investigation＆

注記　Issued　by：A．　Mitra，　of　the　Indian　Civil　　　　　　　report：Ram　Adhar　Singh

　　　　　　Service，　Registrar　General　and　ex－o伍cio　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Census　Commissioner　fbr　India．－Originally　　　　　　1977

　　　　　　pubhshed：Delhi：Manager　of　Publications，　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　1966－3v・；28　cm・　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．1．India／A．　Mitra

編者　Mitra，　Asok，191手　　　　　　　　　　　　　　　　；pt．11C（i）．La皿guage　monographs；

　　　　　　India・0伍ce　of　the　Registrar　Genera1＆　　　　　　　　monograph　no．1

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

所蔵　　（i）一（iii）：AMF－L45（5）5400027123　　　　　　　　　Asia

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　Originaユly　published：［New　Delhi？］：Language

　　　　　　I、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Division，0伍ce　of　the　Registrar　General，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India，［1969？1－393，　iv　p．：ill．．

［0128｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Mitra，　Asok，1917一

書名　　Census　atlas／RSen　Gupta　　　　　　　　　　　　　　Nigam，　R．　C．（Ramesh　Cha皿dra），1917一

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　Singh，　Ram　Adhar

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．0伍ce　of　the　Registrar　Genera1＆

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Commissioner
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所蔵　AMF－L45（7）5400027156　　　　　　　　　注記　”A．　Chandra　Sekhar　of　the　India皿

　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　I、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Andhra　Pradesh，，．一

【・・3・】　　　　　　　麗器麟蒜e；：、：ξ歴罐e「°f
書名Study・f・u・t口y・ight・and　living皿d　編者S。kha，，　Ananta，ara，　Chand，a

出版㌫㌶㍑罐慧㌫㌶ご　＝麟：nd・nt・fC・n・u・・P・・ati・⇒

形態：鷺。，。mm；35mm　　　所蔵AMFL45（7）54…2718・

叢書　Census　of　India，1961；．Monograph　series；v．【0134】

　　　、　1，pt．11－D；monograph－D　　　　　　　　　書名　Subsidiary　tables

　　　　　　驚nati°nalp°pu’at’°ncensuspub”cat’°　出版認；；db・’dgq　C・…・R・・e－hPubli・ati・n・，

注記　”Field　investigation　and　preparation　of　draft　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　「ep°「t，　gum㎝Bh・ti・・Fi・ld　inv・・t｝gati・n㌧　叢書C。n，u，。f　Indi。，196・；v．2．Andh，a　P，ad。，h

翼竃竃竃講ご一ご＝鑑器帥1㎞t－・

編者

所蔵

【0132】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

蕊競蹴艦＝蹴t－，馨251＿曲t＿b』
形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge・Conn・：ReseaTch　Publications，

叢書　Census　of　India，1961；v．2．Andhra　Pradesh　　　　197て

　　　　　　／A．Chand・a　S。㎞。，；pt．1．A　　　形態1mlc・・丘lm；35　mm
　　　　　　Int・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen，u、　publi，ati鋼：叢書C・n・u・・f　India，1961；v・2・Andh・a　P・ad・・h

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／A．　Chandra　Sekhar；pt．2－A

注記　，，A．　Chandra　Sekhar　of　the　Indian　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of　　　　　　　Asia

　　　　　　Census　Operations，　Andhra　Pradesh・．＿　　　注記　Issued　by：A・Chandra　Sekhar　of　the　Indian

　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Publications，1966－1967－3v．；29　cm．　　　　　　　　Census　Operations，　Andhra　Pradesh．一

編者　Sekhar，　A，　Chandra　　　　　　　　　　　　　　　OriginaJly　published：Delhi：Manager　of
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Publications・Govt・of　India，1963－ii，　viii，

　　　　　　Andhra　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29g　P・，14］leaves　of　plates：ill．，　maps；29　cm．

所蔵　　（i）一（iii）：AMFL45（7）5400027172　　　　　編者　Sekhaエ・AnantaramayyaエChandra
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

【0133］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andhra　Pradesh

書名　Report　on　vital　statistics　and　fbrtility　survey／所蔵　AMF－L－45（8）5400027206

　　　　　　A．Chandra　Sekhar　　　　　　　　　　　　　※nbraエy　has　aJso　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　［0136】
叢書　Census　of　India，1961；v．2．Andhra　Pradesh　書名　Economic　tables

　　　　　　／A・Chandra　Sekhar；pt．1－B　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1961；v．2．Andhra　Pradesh　書名　Report　on　housing　and　establishments（with

　　　　　　／A．Chandra　Sekhar；pt．2－B　　　　　　　　　　　　　subsidiary　tables）

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Issued　by：A・Chandra　Sekhar，　of　the　indian　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　Administrative　service・Superintendent　of　　叢書　Census　of　India，1961；v．2．Andhra　Pradesh

　　　　　　Census　Operations，　Andhra　Pradesh・一　　　　　　　　　／A．　Chandra　Sekhar；pt．4－A

　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Publications，1963－1964－2v・；29　cm・　　　　　　　　Asia

編者　Sekhar，　AnantaramayyaエChandra　　　　　　注記　Issued　by：A．　Chandra　Sekhar　of　the　Indian

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations・　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Andhra　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Andhra　Pradesh．一

所蔵　　（i），（ii）：AMF－L－45（8）5400027214　　　　　　　　　0riginally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Publications，1964－vi，240　P．，［37］leaves　of

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　plates：ill．，　maps；29　cm．

出版　Woodbridge・Co皿・：Research　Publications，　所蔵　AMF，L45（9）5400027248

讐臨認、；v2．＿＿、罐當㎞輌d　
　　　　　　／A・Chandra　Sekhar；pt・2－C　　　　　　　　　［0140】

　　　　　　International　population　census　publications：　書名　　Housing　and　establishment　tables

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　Issued　by：A・Chandra　Sekhar，　of　the　indian　　　　　1977

　　　　　　鰍轍撒難螺：㌧警㌶鷲蕊臆ご血⌒

縮S・旦・・，A剛・－y・・Ch・nd・a．　　麗nat1°nal　p°pu’at’°n　census　publ’cat1°ns：

［0138】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Se㎞ar，　Ana皿taramayyar　Chandra

書名　Household　economic　tables　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Andhra　Pradesh

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（9）5400027255

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

叢書C。n、u，。f　India，1961；v．2．Andh，a　P，ad。，h　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　籔＝灘i温一　・；薯1】S＿b＿＿＿，翻

注記 蒜離。撫謬麟蒜罐an出版＝麟1…、Resea，chPubli。ati。n，，

　　　　　　C。n、u，　OP。，ati。n，，　Andh，a　P，ad。、h．－　　　1977

　　　　　　0riginally　published：［Delhi：Manager　of　　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Publications］，1965－v，593　P．；29　cm．　　　叢書　Census　of　India，1961；v・2・Andhra　Pradesh

編者　Sekhal，　AnantaramayyaエChandra　　　　　　　　　／A・Chandra　Sekhaエ；pt・5－A
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Andhra　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L45（9）5400027230　　　　　　　　　注記　Issued　by：A・Chandra　Sekhar　of　the　India皿
　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Administrative　Service・Superintendent　of

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　C・n・u・OP・・ati・n・・Andh・a　P・ad・・h・－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Origina皿y　published：Delhi：Manager　of

［0139］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1964－327　p．；29　cm．
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編者　Sekhar，　Anantaramayyar　Chandra　　　　　　注記　”E．H．　Pakyntein，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Andhra　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assam，，．－Originally　published：Delhi：

所蔵　AMF足一45（9）5400027263　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications・1966－80　P・；28　cm・

　　　　　　※Library　ha8　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Pakyntein，　E・H・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assam

［0142］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（10）5400027297
書名　State　atlas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　1977

形態、mi。，。丘lm；35　mm　　　　　［°1451．．　　　　．
叢書

注記Issu。d　by、　A．　Ch。nd，a　S。kh。，。f　th。　Indian叢書C・n・u・？f　Indi・，1961；v・3・Assam／EH・

　　　　　　Publi・ati・n・］，1966－xi，［185］，　v，250　P．・　注記”E・H・Pakynt・in，・f　th・Ind・㎝Ad－st「÷t’ve

　　　　　　map，；29，m．　　　　　　　　S・・vice・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・Opρ・・t・・n・，

編者 1罐9隠＝霊蒜・さP…ti。n．　蒜㌫＝＝麗跳：；28
　　　　　　Andhra　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm’

所蔵AMFL45（9）54…2727・　　編者慧：寄。器nd。nt。fC。n、u，。P。，ati。n亀

寳署3】G。n，，al，ep。，t／EHP｝n　所蔵≧45（・・）54・・？273・5

出r；db・idg⌒・R・・e㎝・hPubli・ati・n・，　霊麟）副s°P「mte』：

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　lO1461

叢書　Census　of　India，1961；v・3・Assam／E・H・　書名　General　population　tables／by　E．H．　Pakyntein

　　　　　　Pakyntein；pt・1－A　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

注記　”E・H・Pakyntein，　of　the　India皿Administrative叢書　Census　of　India，1961；v．3．Assam／E．H．

　　　　　　S・・vi・e，　Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，　　P。kynt。in；pt．2－A

　　　　　　Assam”・－0・igin・lly　publi・h・d・D・lhi・　　　Int。mati。nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　Manager　of　Publications・1965－425　P・；28　　　　　　Asia

　　　　　　cm’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”E．　H．　Pakyntein，　of　the　Indian

編者　Pakyntein，　E・H・　　　　　　　　　　　　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations・　　　　　　Census　Operations，　Assam．－Originally

　　　　　　Assam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

所蔵　AMF－L45（10）5400027289　　　　　　　　　　　　1964－iv，159，　iv　p．；28　cm．

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Pakyntein，　E．　H．

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assam

［01441　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（10）5400027313
書名　Report　on　vital　statistics／E・H・Pakyntein　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　［01471

叢書　Census　of　India，1961；v．3．Assam／E．H．　書名　General　economic　tables／by　E・H・Pakyntein

　　　　　　Pakyntein；pt．1－B　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m；35　mm
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叢書　Census　of　India，1961；v．3．Assam／E．H．　　10150】

　　　　　　Pakyntein；pt・2－B　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　housing　and　establishments／by
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　E．H．　Pakyntein

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

注記　”E．H．　Pakyntein，　of　the　Indian　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of　　形態　1micro田m；35　mm

　　　　　　Census　Operations・Assam・－Originally　　　叢書　Census　of　India，1961；v．3．Assam／E．H．

　　　　　　publi・h・d・D・lhi・Manag…fPubli・ati・田，　　P。kynt。in；pt．4

　　　　　　1965－x，21g　P・；28・m・　　　　　　　Int・m。ti。nal　p。pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・

編者　Pakyntein，　E・H・　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　注記　・E．　H．　Pakyntein，　of　the　Indian

　　　　　　Assam　　　　　　　　　　　Admini，t，ativ。　S。，vi，e，　Sup。，int。nd，nt。f
所蔵　　（i），（ii）：AMF－L45（10）5400027321　　　　　　　　Census　Operations，　Assam・．－Originaユly

　　　　　　※nbrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963－xlii，938　P．：ill．；29　cm．

【・・48】　　　　　　　　　編者P・kynt・in，　E・H・
書名 蹴潔ndmi《nねbl・・／byEH　＝　’ntenden嚥㎎㎎゜P｛
出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，e訂，h　Publi。ati。n、，所蔵A≡L45（11）54°°°27354

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

形態1mi，，。mm；35　mm　　　　　　　Ld・61－12（1961）
館C・n・u・・fIndi・，1961；v・3・Ass㎜／E・H・｛・・5・】
　　　　　　Pakynte｝n；pt・2－C　．　　　　　　　．　．　　　書名　　Schduled　tribes　and　scheduled　castes：reprints

　　　　　　驚nat’°na1　P°pu’at’°n　census　pub”cat’°ns：　加m・ld　cen・ns　rep・就・and・p・・i・l　t・bl・・／

注記 霊織蕊艦＝蕊出版蕾搬㌫・一一一，
　　　　　　＝。ご＝＝：’1；；；：．㌃II；；P；28形態・mi…61m；35　mm

　　　　　　cm．－Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　叢書　Census　of　India・1961；v・3・Assam／E・H・

編者　Pakyntein，　E．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakynte｝n；pt・5－A．　　　　　　．　．

　　　　　　熾Sup・・int・nd・nt・fC・n・u・°P・・at’・n亀　隠mat1°na’p°pu’at1°ncensuspubl’cat1°ns：

所蔵　AMF．L．45（10）5400027339　　　　　　　　注記　”E・H・Pakyntein，　of　the　Indian

　　　　　　罐㌶⌒d　　　竃竃灘曇i憲蹴
【0149】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964－428p．：ill．；29　cm．

書名　Household　economic　tables／by　E．H．　　　　編者　Pakyntein，　E．　H．

　　　　　　Pakyntein　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Assam

　　　　　　lg77　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（11）5400027362

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1961；v．3．Assam／E．H．　　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　Pakyntein；pt．3
　　　　　　1nternationaJ　population　census　publications：　　［0152】

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　General　report　on　the　census／S．D．　Prasad

注記　”E．H．　Pakyntein，　of　the　Indian　Administrative出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　1977

　　　　　　Ass㎜．－Originally　published：Delhi：　形態1micro丘lm；35㎜
　　　　　　Manager　of　Publications，1965－vii，325　P・；　叢書　　Census　of　India，1961；v．4．Bihar／S．D．

　　　　　　28cm・－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　　　　Prasad；pt．1－A

編者　Pakyntein，　E・H・　　　　　　　　　　　　　注記　，，　S．D．　Prasad，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Assam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bihar，，．－Originaユly　published：［Delhi：

所蔵　AMF－L45（11）5400027347　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，19674969］－2v．：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　ill．，　maps；29　cm．－Internationaユpopulation

　　　　　　I、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　census　publications：Asia〈BA43754903＞／／a．
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編者　Prasad，　S．　D．　　　　　　　　　　　　　　　注記　”SD．　Prasad，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　　Iどdia・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，　　S・・vice，　Sup・・int・nd・nt・f　C・n，u、　OP。，ati。n，，

所蔵君；霊），A－45（12）54。。。2737。　　麟講鵠i：：：↑；鵠0；i・m。p、；

　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　29　cm．

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Prasad，　S．　D．

1・・53】　　　　　　　　蹴Supe「’ntendent°fCensu・°P・・at’・n・，

酩Sub・idir・y　t・bl・・／S・D・』・d　　　所蔵（i），（ii）、　AMF－L45（13）54。。。274。4

出版W・・db・・dg・・C・nn・・R・・e鋤Publi・ati・n・，　※Lib，a，y　h一，。　P，int。d飴，m：

形態1三1。，。丘lm；35mm　　　　Ld6L12（196・）

叢書C・n・u・・fIndi・，1961；v．4．Bih・・／S．D．　［01561

　　　　　　　Prasad；pt・1－C　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Social　and　cultural　tables／S．D．　Prasad

　　　　　　鷺nat’°nalp°pulati°ncensuspub’icat’　：出版認；；db・idg亀C・…・R・・earchPubli・ati・n・，

注記　”S・D・Prasad，　of　the　Indian　Administrative　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　霊f麟＝鑑認1「at’°ns，叢書麟1；罐・96・；－ha・／＆D・

　　　　　　Manage「・f　Publi・ati・n・，1965］－x・w，651，　iv　　Int・・nati・nal　p・pulati。n　cen，u，　publi，ati。ns：

　　　　　　P・：map；29　cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

縮P〔d，S・D・　　　　　　注記・，S．D．　P，翻，。f　th。　Indi孤Admini、t，ative
　　　　　　蹴Supe「intendent°fCe鵬us°pe「at’隅　霊漂麟：蹴隠・盤・ati・n昂

所蔵A≡－45（12）54…27388　　　　Manag…fPubli・ati・㎎，・965－viii，33・，　viii，
　　　　　　※Llbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　vp．，［1］leaf　of　plates：map；29　cm．

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Pra8ad，　S．　D．

1・・541　　　　　　　　蹴；Supe「’ntendent°fCen・u・°P・・at’・n・，
酩G・n・・al　p・pulati・n　t・bl・・／S・D・P・asad　所蔵AMF－L．45（・3）54。。。274、2

霞麗：㌔　b’　’罐1賭㎞　d　
叢書C・n・u・・fIndi・，1961；v．4．Bih・・／S．D．　［0157］

　　　　　　Prasad；pt・2－A　　　　　　　　　　　　　書名　Migration　tables／S．D．　Prasad

　　　　　　隠nat’°nalp°pulat’°ncensuspublicat’°ns：出版㌃；；db・idgq　C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・

注記　”S．D．　Prasad，　of　the　Indian　Administrative　　形態　1micro田m；35　mm

　　　　　　蹴eこC壁漂1謡蹴e「at’°畷書＝；罐196・；肌4・Biha・／3D

　　　　　　罐：罐麟a霊憾6瓢652・vp・隠nati・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

縮P】，S・Dl　　　　　　注記・S．D．　P，翻，。fth。　Indian　Admini，t，ative

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　29　cm．

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Prasad，　S．　D．

1・・551　　　　　　　　蹴Supe「’ntendent°fCensu・°P・・at’・nS

鯵C・n・u・・fIndi・，1961；v．4．Bih・・／S．D．　［01581

　　　　　　Prasad；pt・2－B　　　　　　　　　　　　　書名　Household　economic　tables／S．D．　Prasad

　　　　　　隠nati°na’p°pu’at’°ncensuspubl’cat’°ns：出版認；；db・’dgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・
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形態　　1micro田m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書　　Census　of　India，1961；v．4．Bihar／S．D．　　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　Prasad；pt．3
　　　　　　1nt。，nati。na1　P。pul。ti・n　cen・u・publi・ati・n・・［0161］

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Special　tables　fbr　scheduled　castes　and

注記
，・ S．D．』ad，。f　th・Indian　Admini・t・ativ・　　・ch・dul・d　t・ib・・／S・D・P・a・ad

Service，　Superintendent　of　Census　Operations，出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

Bihar”．－Originally　published：［Delhi：　　　　　　　　　　1977

Manager　of　Publications，1965】－2v・：maps；　形態　　1　micro丘lm；35　mm

29cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．4．Bihaエ／S．D・

編者　Prasad，　S．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prasad；pt．5－A
India．　Superintendent　of　Cen§us　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

Bihar　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　（i），（ii）：AMF－L－45（14）5400027438　　　　　注記　”S．D．　Prasad，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　1・d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bihar，，．－Originally　published：［Delhi：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1965］－xxxiv，413，　v

［0159】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．，［10］P．of　plates：ill．，　maps；29　cm・

書名　Report　on　housing　and　establishments／S・D・　編者　Prasad，　S．　D．

　　　　　　Prasad　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Bihar

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（14）5400027461

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書C・n・u・・flndi・，1961；v・4・Biha・／S・D・　　Ld．61－12（1961）
　　　　　　Prasad；pt．4－A

　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・［0162］

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Census　atlas　of　Bihar／［edited　by］S．D．　Prasad

注記　”S・D・Prasad，　Superintendent　of　Censps　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　0perations，　Bihar，，・－Originally　publlshed：　　　　　　　1977

一

所蔵：㍑L45（14）54・・？27446　注記；＝隠蒜＝＝蹴n亀
　　　　　　※Llb・a・y　h⊇・・P「’nted飴「m：　　　　Biha，・・．－O，ゆ瓠ly　publi，h。d，［D，lhi・

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　M皿ag。，。f　Publi。ati。n、，・968】－xvii，4・2，　v　p．

［・・6・1　　　　　　　　　　・ill・（s°me　c°1・），　maps；29　cm・

書名 ：㌶9・nd・・t・b’i・hm・ntt・b’・・／S・D・編者＝：；3int。nd。nt。fC。n、u、・p。，。ti－，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Biha「

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（15）5400027479

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

囎C。n，u，。f　Indi。，1961；v．4．Bih。・／S．D．　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　隠麟誌三pul。ti。n　cen，u，　publi。ati。n、、1・・631

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Special　migration　tables　on

注記・S．D．』。d，。f　th。　Indian　Admini，t，ativ・　　Dh㎝b・d－Jh・・ia－Sind・i　t・wn－9・・up／S・D・

　　　　　　S。，vi，e，　Sup。，int。nd。nt・f　C・n・u・OP・・ati・m，　P・船ad

　　　　　　Bihar・．－Originally　published：Delhi：　　　　出版　Woodbridge，　Co皿・：Resear（h　Publications，

　　　　　　Manager　of　Publications，1964－iv，60g　P．，　　　　　1977

　　　　　　［1］leaf　of　map；29　cm．　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

編者　Prasad，　S．　D．　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．4．Bihar／S．D．

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　Prasad；pt．10

　　　　　　Bihaエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

所蔵　AMF－L－45（14）5400027453　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”S．D．　Prasad，　of　the　Indian　Administrative　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　1977

　　　　　　Bihar”．－Originally　published：［Delhi：　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　Manager　of　Publications，1968？1－2v・；29　cm・叢書　Census　of　India，1961；v．5．Gujarat／R．K．

編者　Pra8ad，　S．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trivedi；pt、1－C
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Bihar　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　（i），（ii）：AMF－L45（15）5400027487　　　　　注記　”R．K　Trivedi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Operations，　Gujarat’，・－Originally　published：

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，［1965］－536・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　vi　p．，［1］leaf　of　map；28　cm．

［01641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921一

書名　General　report　on　the　census／R．K　Trivedi　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Guj　arat

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（16）5400027529

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1961；v．5．Gujarat／R．K．　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　竃㌶㍍一一・一㎞・；碧71＿＿＿＿／R＿i

注記・R．K．丑iv。di，　Sup，，int。nd。nt。f　C。n，uS　出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・e鋤Publi・ati°ns・

　　　　　　蹴・！i麟a：鑑膿1も器蝋形態｝9巴…丘lm；～5mm

　　　　　　　28，m．一（iii）has　al、。，peci。l　titl。、　E，・n・mi・叢書Crn・u三・f　Ind・a，1961；v・5・Gψ・at／R・K・

編者

所蔵 lll鑑＝認）5㌫霊：3　蹴i＝鑑＝1躍㌢止
辮鄭：蕊：蒜：　1：難鞭i欝蕊一

［01651　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

書名　Report　on　vital　statistics　and飴rtility　survey／　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　　RK血ivedi　　　　　　　［01681
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　書名　General　economic　tables／R．K．　Trivedi

　　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

叢書　Census　of　India・1961；v・5・Gujarat／R・K　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　　丑iv・di；pt・1－B　　　　　　　叢書C。n，u・・f　lndi・，1961；v．5．G輌・at／R．K．
　　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・n・・　　宜iv。di；pt．2．B

　　　　　　　A・i・　　　　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen、u，　publi・ati・n・・
注記　”R．K．　Trivedi，　Superintendent　of　Census　　　　　　Asia

　　　　　　　Operations，　Gujarat”・－Originally　published：　注記　・R．K．　Trivedi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　　D・lhi・Man・g…fPubli・・ti・n・，［1965？］－ix，　　OP。，ati。n，，　G寧。t・，．－O，i亘n。lly　publ拍h・d・

　　　　　　　73P・；28　cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1964－2v．：

編者　Trivedi，　R・K（Ram　Krishna），1921－　　　　　　　　ill．，　maps；28　cm．

　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921－

　　　　　　　Guj　arat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　AMFL45（16）5400027511　　　　　　　　　　　　Gujaエat
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　（1），（2）：AMF－L－45（17）5400027545

　　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

［0166］

書名　　Subsidiary　tables／R．K．　Trivedi　　　　　　　　［01691
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書名　Cultural　and　migration　tables／R．K．　Trivedi　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　1977

形態・mi。，。61m；35　mm　　　　　［°172】　．　　．　　　．

注記・R．K丑iv。di，　Sup。，int。nd。nt。f　C。n，u，　形態1mi…61m；35　mm　　．
　　　　　　OP。，ati。n，，　Gψ，at・，．－0，iginally　publi，h。d、叢書C・n・u・・f　Indi・，1961；v・5・G叫a・at／R・K・

　　　　　　暑・：i；・2ご9…fPub’i・at’・nら1964－684　霊麟；lt三pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

編者丑iv。di，　R．　K．（Ram　K，i，hn。），・921－　　　Asia　　　．
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　注記　”R・K・Trivedi，　Supenntendent　of　Census

所蔵雛45（・7）54・・？27552　　輸＝＝’毅i㌶・

　　　　　　霊㍑蒜als°P「1ntedb「m：　編者＝蕊監総2ul99；，ati。n亀

寳著゜IH。u，eh。ldec。n。mi。tabl。，／＿iv。di所蔵：麟45（・8）54…27586

出版
㌫db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，　霊臨鑑）a’s°P「’nted飴「m：

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　［01731

叢書　Census　of　India，1961；v・5・Gujarat／R・K・　書名　Tables　on　scheduled　castes　and　scheduled

　　　　　　Trivedi；pt・3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tribes／R．K．　Trivedi

　　　　　　Internation｛d　population　census　publications：出版　Woodbridge，　Conn，：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”R・KTrivedi・Superintendent　of　Census　　　形態　1micro61m；35　mm
　　　　　　OP・・ati・n・・Gψ・at”・－0・igin・lly　publi・h・d・叢書C。n，u，。f　Indi。，1961；v．5．鋼a・at／R．K．

　　　　　　P・lhi・Man・g…fPublicati°ns，1964－517・　　丑iv。di；pt．5．A

　　　　　　vl　p・；28・m・　　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen・u・publi・ati・n・・

編者　Trivedi，　R・K・（Ram　Krishna），1921－　　　　　　　　Asia

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　注記　・R．K．　Trivedi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Gujarat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations，　Gujaエat”．－Originally　published：

所蔵　AMF－L－45（18）5400027560　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1964－385，

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　vi　p．，［1】leaf　of　plates：map；28　cm・

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

【0171］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Guj　arat

書名　Report　on　housing　and　establishments／R・K・　所蔵　AMF－L45（18）5400027594

　　　　　　丑iv・di　　　　　　　　　　※Hb，a，y　ha，　al・・P・int・d品・m・
出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications・　　　　Ld．61－12（1961）
　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　【0174】

叢書　Census　of　India，1961；v．5．Gujaエat／R．K．　書名　Census　atlas／R．K．　Trivedi

　　　　　　Trivedi；pt．4－A　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm

注記　”R．K．　Trivedi，　Superintendent　of　Census　　　叢書　Census　of　India，1961；v．5．Gujarat／R．K

　　　　　　Operations，　Guj　aエat’，・－Originally　published：　　　　　Trivedi；pt．9

　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1963－xii，　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　368P．，48，［12］P．　of　plates：ill・，　maps；29　cm・　　　　Asia

編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921一　　　　　注記　”R．K．　Trivedi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Operations，　Gujaエat，，．－Originaユly　published：

　　　　　　Gujaエat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1966－xiv，

所蔵　AMF－L45（18）5400027578　　　　　　　　　　　　413，　vi　p．：ill．（some　col．），　maps；27　x　31　cm．
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編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921一　　　　　注記　”R．K．　Trivedi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Operations，　Gujarat，’．－Originally　published：

　　　　　　Guj　arat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1967－vi，

所蔵　AMF－L45（19）5400027602　　　　　　　　　　　　678，　vi　p．；28　cm．

　　　　　　※Hbrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921－

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gujaエat

［°1751　　　　　　　　　所蔵AMF．L45（・9）54…27636
酩C・n・u・？tl品（・b・idg・d）／R・K・丑iv・；i．　　※Li』h⊇，。　P，int。d品，m：

出版 ㌫db「’dge，　C°nn・：Res　ch　Publlcat’°ns，　Ld・6・－12（196・）

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　lO178】

叢書　　Census　of　India，1961；v・5・Gujarat／R・K・　書名　　Special　migrant　tables／R．K．　Trivedi

　　　　　　艦鑑鵡ul。ti。ncen，u，publi，ati－，、出版㌫db・idgらC・…・R・・一・hPubli・ati・n・，

　　　　　　Asia

注記・・R．K．丑iv。di，　Sup。，int。nd。nt。f　C。n、us　形態1mi…61m；35　mm　　．
　　　　　　OP。，ati。n、，　Guj。，at・．－0，iginally　publi，h。d、叢書C・n・u・・f　India，1961；v・5・G叫a・at／R・K・

　　　　　　D。lhi，Man。g。，。f　Publi。ati。n、，1968－x，74　　丑iv・di；pt・10－C

　　　　　　P．、map，．　　　　　　　　　Int・・nati・n・l　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・n・・
編者　Trivedi，　R．　K．（Ram　Krishna），1921．　　　　　　　　Asia

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　注記　”R・K・Trivedi・Superintendent　of　Census

　　　　　　Gujarat　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations・Gujarat”・－Originally　published：

所蔵　AMF－L－45（19）5400027610　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications・1966｝762　P・

　　　　　　※Lib，a，y　h翻，。　P，int。d品，m、　　　　；28・m・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Trivedi，　R・K・（Ram　Krishna），1921－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

［01761　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gujaエat

書名　Special　report　on　Ahmedabad　city／R．K．　　所蔵　AMF－L45（20）5400027644

　　　　　　Trivedi　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　［0179】

叢書　Census　of　India，1961；v．5．Gujarat／R．K．　書名　General　report／M．H．　Kamili

　　　　　　1｝ivedi；pt・10－A（i）　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm

注記　”R・K・Trivedi，　Superintendent　of　Census　　　叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and

　　　　　　OP・三・t1・n・，　G司a・at”・一ρ・iginally　publi・E？d・　K品hmi，／M．H．　K。mili；pt．・－A

　　　　　　霊しi蒜1：｛麟罐，1蕊1”　隠nati・n・lp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　罐㍑）als°P「’nted飴「m：　編者蒜認i鑑t。nd。nt。fC。n，u、。P。，ati一句

10177】　　　　　　　　　　　　J・mmu　and　K・shmi・
書名　Special　tables　on　cities　and　block　directory／　所蔵　　（i）～（iii）：AMF－L－45（20）5400027651

　　　　　　　【editor，　S　R．K　Trivedi　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　lO180】
叢書　Census　of　India，1961；v．5．Gujarat／R．K．　書名　Subsidiary　tables／M・H・Kamili

　　　　　　　コ｝ivedi；pt．10－B　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and　　　形態　1micro61m；35　mm
　　　　　　Kashmir／M．H．　K㎜ili；pt．1、C　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　Kashmir／M．H．　Kamili；pt．2－C

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　”M．H．　Kamili，　Superintendent　of　Census　　　　　　Asia

　　　　　　Operations，　Jammu　and　Kashmir”．一　　　　　注記　”M．H．　Kamili，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　　Operations，　Jammu　and　Kashmir，’・－

　　　　　　Publications，1966－iv，366，　viii　p．；28　cm．　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of

編者　Kamili，　M．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1965－ix，570　p．；28　cm．

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　編者　Kamili，　M．　H．

　　　　　　Jammu　and　Kashmir　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　AMF－L45（21）5400027669　　　　　　　　　　　　Jammu　and　Kashmir
　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－L45（21）5400027693

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

【0181】

書名　General　population　tables／M．H．　Kamili　　　［0184］

出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，　書名　Household　economic　tables／M．H．　Kamili

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Kashmir／M．H．　Kamili；pt・2－A　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　Kashmir／M．H．　Kamili；pt・3

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　”M．H．　Kamili，　Superintendent　of　Census　　　　　　Asia

　　　　　　Operations，　Jammu　and　Kashmir”．一　　　　　注記　”M．H．　Kamili，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　　Operations，　Jammu　and　Kashmir”・－

　　　　　　Publications，1964－xxxii，196　p．；28　cm．　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of

編者　Kamili，　M．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1964－275，　viii　p．；28　cm．

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　編者　Kamili，　M．　H．

　　　　　　Jammu　and　Kashmir　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　AMF－L45（21）5400027677　　　　　　　　　　　　Jammu　and　Kashmir
　　　　　　※Libraly　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－L45（21）5400027701

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

10182】

書名　General　economic　tables／M．H．　Kamili　　　【0185】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Report　on　housing　and　establishments／M．H．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kamili

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and　　　　　　1977

　　　　　　K品hmir／M．H．　Kamili；pt．2－B　　　形態1micro丘lm；35㎜
　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kashmir／M．H．　Kamili；pt．4

注記　”M．H．　K㎜ili，　Superintendent　of　Census　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Operations，　Jammu　and　Kashmir”．－　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　注記　”MJI．　Kamili，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Publications，1965－ii，48g　P・；28　cm・　　　　　　　　Operations，　Jammu　and　Kashmir，，・一

編者　Kamili，　M．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of
　　　　　　India．　Superhltendent　of　Census　Operations，　　　　　　Publications，1964－vi，331，　cclvi，　viii　p．；28

　　　　　　Jammu　and　Kashmir　　　　　　　　　　　　　　　　　cm．

所蔵　AMF－L－45（21）5400027685　　　　　　　　編者　Kamili，　M．　H．
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jammu　and　Kashmir

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L、－45（22）5400027719

【0183】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed丘）rm：
書名　Cultural　and　migration　tables／M・H・Kamili　　　　Ld．61－12（1961）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10186】
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書名　Tables　on　scheduled　castes／M．H．　Kamili　　所蔵　　（i），　Sii）：AMF－L45（22）5400027743

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed飴rm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1」d．61－12（1961）

形態　　1micro丘lm；35　mm

叢書　Census　of　India，1961；v．6．Jammu　and　　　【0189】

　　　　　　Kashmir／M・H・Kamili；pt・5－A　　　　　　書名　Report　on　vital　statistics　of　the　decade　and

　　　　　　Int・mati・n・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　飴・tility・u・v・y／B．　T．　Pill・i

注記胤K。mi1LSup。，int。nd。nt。fC。n，us出r；；db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・

　　　　　　8：灘：～鑑器蒜㌔㌫，。f形態・mi…mm；35mm
　　　　　　Publications，1964－30，　cxvi　p．；29　cm．　　　叢書　Census　of　India，1961；v・7・Kerala；pt・1－B

編者　Kamili，　M．　H．　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：
　　　　　　Indi・．　Sup・・int・nd・nt・f　C。n、u，　Op。，ati。n、，　　A・ia

　　　　　　Jammu　a皿d　Kashmir　　　　　　　　　　　注記　”B．　T．　Pillaj，　Deputy　Director　of　Census

所蔵　AMF－L45（22）5400027727　　　　　　　　　　　　0perations，　Kerala”・－Originally　published：
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，［1970？］－120

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　P・・ill・；29・m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Pillai，　B．　T．

［0187】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

書名　Census　atlas／M．H．　Kamili　　　　　　　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（23）5400027750

形態1mi…61m；35　mm　　　　　　　※nb，a坤画、。　P，int。d飴，m：
叢書C・n・u・・flndia，1961；v・6・Jammu　and　　　Ld，61－12（1961）
　　　　　　Kashmir／M．H．　Kamili；pt．9

　　　　　　1nt・m・ti・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・【0190｝

　　　　　　Asia　　　　　　　　書名Sub，idia，y　tabl。，／M．　K．　D。vr
注記

竃撒撒灘：：出版㌫d　一・一一bl－，
　　　　　　Publications，1967－xiii，323　P．；29　cm．　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

編者　Kamili，　M．　H．　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．7．Kerala；pt．1－C

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Jammu　and　Kashmir　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L45（22）5400027735　　　　　　　　注記　”M．K．　Devassy，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands，，．－Originally

［01881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

書名　General　report／M．K．　Devassy　　　　　　　　　　　1968－viii，657　P．；29　cm．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Deva8sy，　M．　K．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Kerala　and　the　Union　Tbrritory　of　Laccadive，

叢書　Census　of　India，1961；v．7．Kerala；pt．1A　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands

　　　　　　International　population　census　publications：　所蔵　AMF－L－45（23）5400027768

　　　　　　A・i・　　　　　　　　　　※nb，a，y　h品al，。　P，int。輌m：
注記　”M・K・Devassy，　of　the　Indian　Administrative　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　K・・ala㎝d　th・Uni・n恥rrit・・y・f　Laccadiv・・101911

　　　　　　＝㌶n＝麟霊嚇：＝書名G・n・・泣P・pul・ti・nt・bl・・／M・K・D・v－y

　　　　　　1965－2v．：maps；29　cm．一（i）．　General　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

　　　　　　report－（ii）．　Generaユreport－ApPendices．　　　　　　　　1977

編者　Devassy，　M．　K．　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　叢書　Census　of　India，1961；v．7．Kerala；pt．2－A

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”M．K．　Devassy，　of　the　Indian　Administrative　書名　Household　economic　tables／M．K．　Devassy

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，　　　　　1977

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands，，・－OriginaJly　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　publisheC：Delhi：Manage「°f　Publicati叫叢書C。酪田。f　India，・96・；v．7．K，，ala；pt．3

編者 総竃：dl㌧n、u，。＿ns麗nat　lpPu’　rica竺
　　　　　　Kerala　and　the　Union　Tbrritory　of　Laccadive，　注記　”M・1（・Devassγ・of　the　Indlan　Admlnlstra〔lve

　　　　　　Mini，。y皿d　Amindivi　I、land、　　　　　S・w・ce，　Sup・・m已d・nt・f　C・n・u・OP・・at！・ns，

所蔵

【0192】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Devassy，　M．　K．

書名　General　economic　tables／M．K．　Devassy　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands

形態　　1micromm；35　mm．　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（23）5400027800
叢書　Census　of　India，1961；v．7．Kerala；pt．2－B　　　　※nbraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications：　　　　　　　1・d．61－12（1961）

　　　　　　Asia

注記　”M．K．　Devassy，　of　the　Indian　Administrative　lO195］

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，書名　　Report　on　housing　and　establishments；and，

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Tbrritory　of　Laccadive，　　　　Housing　and　establishment　tables／M．K．

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands”・－Originally　　　　　Devassy

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1965－2v・；29　cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

編者

竃繊＝＝麟螢＝漂謬1；＿K…la／MK
　　　　　　Mini，。y　and　Amindivi　I、land，　　　　　D・v翻y．；pt・4A，　pt・．4B　　．．
所蔵（i），（ii）、　AMF．L45（23）54…27784　　　1nC・mat1・nal　p・pulat1°n　census　pub1’cat1°ns：

　　　　　　※Hb，a，y　h品al，。　P，int。d品，m、　　　　Asla　　　　．　．．．
　　　　　　Ld．61．12（1961）　　　　　　　　　　　　　　注記　”M・K・Devassy，　of　the　Indlan　Admlnlstratlve
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

［01931　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，

書名　Cultural　and　migration　tables／M．　K．　Devassy　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands”・－Originally

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1964－xviii，194，260，　iv　p・：ill・，　maps；29　cm・

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　Devassy，　M．　K
叢書　Census　of　India，1961；v．7．Kerala；pt．2－C　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　I・accadive，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands

注記　”M．K．　Devassy，　of　the　Indian　Administrative　所蔵　AMF－L45（24）5400027818

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Tbrritory　of　Laccadive・　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands，，．－Originaユly

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　【0196】

　　　　　　1965－xiv・516，　viii　p・：map；29　cm・　　　　　書名　　Special　tables　fbr　scheduled　castes　and

編者　Devassyl　M・K・　　　　　　　　　　　　　　　　　scheduled　tribes／M．K．　Devassy

　　　　　　麗Ca霊臨蒜蹴s＝1；霊，出⊇；；db・idg⌒・R・・ea・chPubli・』

所蔵＝躍；m㌶㌶ds　　形態・mi…61m；35mm
　　　　　　※Lib，町hバ，。　P，int。曲，m、　　　叢書C・n・u・・f　India・1961；v・7・K・・al・／M・K・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　D・㎜y；pt・5A
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

【0194】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia



113

注記　”M．K．　Devassy，　of　the　Indian　Administrative　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，叢書　Census　of　India，1961；v．8．Madhya　Pradesh

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　I・accadive，　　　　　／G．　Jagathpathi；pt．1－C

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands，，．－Originally　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　Asia

　　　　　　1967－x，230P・：map；29　cm・　　　　　　　注記　・G．　Jagathpathi，　Superintendent　of　Census

編者　Devassy，　M・K・　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations，　Madhya　Pradesh・，．－Originally

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Territory　of　Laccadive，　　　　　［1967？］－iv，　xvi，99g　P．；29　cm．

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands　　　　　　　　編者　Jagathpathi，　G

所蔵　AMF－L45（24）5400027826　　　　　　　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（24）5400027859

馨27】C。n，幽MKD。＿y　　罐聯泣s°P「’nted品「m：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［0200】

　　　　　　197て　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables／G．　Jagathpathi

形態1m・c・・mm；～5　mm　　　　　出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，earch　Publi。ati。n、，
叢書　Census　of　Indla，1961；v・7・Kerala／M・K・　　　　　1977

　　　　　　瞬認il・pul・ti－cen・u・publi・ati・耶踏とご漂謬、；＿。dhy。P，ad。、h

注記 畿隠㌶1＝麟v：ら蕊・蹴麟1・：±n・u・publi・ati・n・・

　　　　　　蒜1麗麟撒i霊㌍；：㌶1，注記・G・Jag・thpathi，　Sup・・int・nd・nt・fC・n・u・

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　編者　Jag÷thpathl，．G　　　　　　　　　　　．

　　　　　　謡蒜㌶；：i霊y・fLaccadiv・，　蒜y瀧㌃dent°fCensus°pe「at1°ns’

所蔵　AMF．L45（24）5400027834　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（25）5400027867
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

【0198】　　　　　　　　　　　【0201】
書名　General　report／G．　Jagathpathi　　　　　　書名　Generaユeconomic　tables／G・Jagathpathi

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

叢書　Census　of　India，1961；v．8．Madhya　Pradesh叢書　Census　of　India，1961；v・8・Madhya　Pradesh

　　　　　　／G．Jagathpathi；pt．1－A　　　　　　　　　　　　　　　／G・Jagathpathi；pt・2－B

注記　”G．Jagathpathi，　Superintendent　of　Census　　注記　”G．　Jagathpathi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Operations，　Madhya　Pradesh”，－Originally　　　　　Operations，　Madhya　Pradesh，，．－Originally

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　1974－753p．：maps；29cm．　　　　　　　　　　　　　1965－1967－3v．；28－29　cm．

編者　Jagathpathi，　G　　　　　　　　　　　　　　編者　Jagathpathi，　G
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Madhya　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh

所蔵　AMF－L45（24）5400027842　　　　　　　　所蔵　　（iii）：AMF－L－45（26）5400027883
　　　　　　※互brary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　（i），（ii）：AMF－L45（25）5400027875

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

【0199｝　　　　　　　　　　　　※Lib，町has泣，。　P，int。d飴，m、
書名　Subsidiary　tables／G・Jagathpathi　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10202】
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書名　　Sociaユand　cultural　tables／G．　Jagathpathi　　［0205】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Housing　and　establishment　report／G．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jagathpathi

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Census　of　India，1961；v．8．Madhya　Pradesh　　　　1977
　　　　　　／G．Jagathpathi；pt．2C（i）　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications：　叢書　Census　of　India，1961；v．8．Madhya　Pradesh

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／G．　Jagathpathi；pt．4－A

注記　”G．Jagathpathi，　Superintendent　of　Census　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Operations，　Madhya　Pradesh”．－Originally　　　　　Asia

　　　　　　published：Delhi：Ma皿ager　of　Publications，　注記　”G．　Jagathpathi，　Superintendent　of　Census

　　　　　　1965－iv，533，　vi　p．；29　cm．　　　　　　　　　　　　Operations，　Madhya　Pradesh”．－Originaユly

編者　Jagathpathi，　G　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　1965－ii，332，　vi　p．：ill．，　maps；29　cm．

　　　　　　Madhya　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　編者　Jagathpathi，　G

所蔵　AMF－L45（26）5400027891　　　　　　　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（27）5400027925
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

［0203】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

蕊瀞㍑瓢＝親bl㎞t－・馨碧6】＿㎞9鋤＿h＿t＿／G

注記 蹴2＝：P＝瓢：㌶y　麟瓢識・：；n・u・publi・ati・n・・
　　　　　　離＝i＝9…fPubl’・at’　注記慧aJ。g。thp。thちSup・・int・nd・nt・fC・n・u・

編者

所蔵 鑑麟＝忽一　編者籠総一㎡一・－
　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　所蔵AMF．L．45（27）54…27933

［0204】　　　　　　　　　　　　※Hb・a・y　h品・1・・P・int・d飴・m・
書名　　Household　economic　tables／G．　Jagathpathi　　　　　Ld・61－12（1961）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［0207】

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Special　tables　fbr　scheduled　ca8tes／G．

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　Jagathpathi
叢書　Census　of　lndia，1961；v・8・Madhya　Pradesh出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　／G・Jagathpathi；pt・3　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　A・i・　　　　　　　　　叢書C。n、u，。f　Indi。，1961；v．8．M頑hya　P・ad・・h
注記　”G・Jagathpathi，　Superintendent　of　Census　　　　　／G．　Jagathpathi；pt．5－A（i）

　　　　　　OP・・ati・n・，　Madhy・P・ad・・h”・－0・iginally　　Int。，nati。nal　p。pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　Asia

　　　　　　1966－2v・；29　cm・　　　　　　　　　　　　注記　・G．　Jagathpathi，　Superintendent　of　Census

編者　Jagathpathi，　G　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations，　Madhya　Pradesh・，．－OriginaJly

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Madhya　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965－x】d，488　P．；29　cm．

所蔵　（i），（ii）：AMF－L45（26）5400027917　　　　　編者　Jagathpathi，　G

　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madhya　Pradesh
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所蔵　AMF－L－45（27）5400027941　　　　　　　　注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　India皿Administrative

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras”・－Originally　published：Delhi：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－xi，456　p．：

［02081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill．，　maps；30　cmド（i）Report－（ii）Tables．

書名　Special　tables　fbr　scheduled　tribes／G．　　　編者　Nambiar，　R　K・

　　　　　　Jagathpathi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vaidyanathan，　K・E・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　10211】

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Subsidiaエy　tables／PK．　Nambiar

注記　”G．Jagathpathi，　Superintendent　of　Census　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　0perations，　Madhya　Pradesh”．－Originally　　　　　1977

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　1966－xxi，531・vi　p・；29　cm・　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．9．Madras／RK．

編者　Jagathpathi，　G　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nambiar；pt．1－C
　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Madhya　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L－45（27）5400027958　　　　　　　　注記　”RK　N㎜biar，　of　the　Indian　Administrative
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras”・－Originally　published：Delhi：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－iv，695　p．；29

［0209】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm’

書名　General　report／PK．　Nambiar　　　　　　　編者　Nambiaエ，　R　K

出版 認；；db・idg亀C・…・R・・e碇・hPubli・ati・n・，　＝upe「’ntendent°fCensus°pe「atユ

形態・mi…61m；35mm　　　所蔵謬還：監＝忽，m：
叢書C・n・u・・fIndi・・1961；v・9・M・d・〆RK　　Ld．61－12（1961）
　　　　　　Nambiar；pt．1－A

　　　　　　International　population　census　publications：　　10212j

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables／RK．　N㎜biar
注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　1977

　　　　　　Madras”．－Originally　published：Delhi：　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Manager　of　Publications，1966－1968－2v・：　叢書　Census　of　India，1961；v．9．Madras／PK．

　　　　　　ill．，　maps；30　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nambiar；pt．2－A

編者　Nambiar，　P．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

所蔵　　（i），（ii）：AMF－L－45（28）5400027966　　　　　　　　Service・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　※nb・a・y　h品・1・・P・int・d品・m、　　　　Mad・品”・－0・ig！nally　publi・h・d・D・lhi・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　M㎝ag…fPubl・cati・n・・1963－ii・442　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maps；29　cm．

10210】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nambiar，　P　K．

酩D。m。即。phy　and　vit副、tati、tics／PK．　　　India・Supe「intend・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・・

出版

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　1micro丘lm；35　mm

叢書　Census　of　India，1961；v．9．Madras／RK．　10213】

　　　　　　Nambiar；pt．1－B　　　　　　　　　　　　　書名　Generaユeconomic　tables／PK．　Nambiar

　　　　　　International　population　census　publicatio品：　出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Household　economic　tables／PI（．　Nambiar

叢書　Census　of　India，1961；v．9．Madras／PK．　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　Nambiar；pt．2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　　1　micromm；35　mm

注記螢N－biaC。fth。Indi。nAdmini，t，ativ。囎＝；霊iζ1961；一・蜘RK

　　　　　　S・・vlce，　Sup…nt・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，　Int・mati・nal　p。pul。ti。n　cen，u，　publi，ati。n、、

　　　　　　Madras，，・－Originally　published：Delhi：　　　　　　Asia

編者鷲：ご’　1964－2…㏄；注記鞭議羅i欝，
　　　　　　India・Supe「int・nd・nt・f　C・n・u・Op・・ati・n・，　　M、nag。，。f　Publi，ati。n，，1964－vi，575　P．：

　　　　　　M・d・品　　　　　　　　　　ill．，　m。p；29，m．
所蔵（1），III）・AMF－L45（3？）54°°°28°°6　　縮N。mbia，，　R　K．

　　　　　　罐㌶瓠s°P「’nted飴「m：　　㌃1竃ごup・・int・nd・nt・fC・n・u・・p・・ati・ユ

10214】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（31）5400028048

書名　Cultural　tables／RK．　Nambiar　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　lO217］

叢書　International　population　census　publications：　書名　Report　on　housing　and　establishments／PK

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nambiar

注記　・RK．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　1977

　　　　　　Madras”．－Originally　published：Delhi：　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Manager　of　Publications，1964－479　p．：map　叢書　Census　of　India，1961；v．9．Madras／RK．

　　　　　　；28cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nambiar；pt．4－A

編者　Nambiar，　R　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”RK．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

所蔵　AMF－L45（30）5400028014　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　※Library　has　also　printed丘）rm：　　　　　　　　　　Madras”．－Originally　published：Delhi：

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－vU，733　p．，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【41］p．of　plates：ill．，　maps；29　cm．

【°215】．．　　　　．　　　縮N。mbi㎝，　R　K．
酩M・g・at・・n　tabl・・／PK・Nambla・　　　　India　Sup。，int。nd。nt。f　C。n，u，　OP。，ati。鵬，

出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications，　　　　Madras

　　　　　　In；emati・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・n・・［02181

注記㌫．N－bi。ら。fth。IndianAdmini，t，ativ。酩瓢蕊る・t・bli・hm・nttabl・・（B・e・i・・）／

　　　　　　耀灘騰欝1⇒出版㌫　d－・　　1　・
　　　　　　map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

編者　Nambiar，　R　K．　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v・9・Madra8／RK・
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Nambiar；pt・4－B

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

所蔵　　（i）：AMF－L45（30）5400028022　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　（ii）：AMF－L45（31）5400028030　　　　　　　注記　”PK・Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　※五brary　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras，，・－Originally　published：Delhi：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－658　p．；29

［0216】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm．
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編者　Nambiar，　P．1〈．　　　　　　　　　　　　　　注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras”．－Originally　published：Delhi：

所蔵　AMF－L45（31）5400028063　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1973－234　P・；29

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　cm・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Nambiar，　P・K
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　CeIlsus　Operations，

［02191　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras

書名　Scheduled　castes　and　tribes／P．K．　Nambiar　　所蔵　AMF－L－45（32）5400028097

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed飴rm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

形態　　1micro61m；35　mm
叢書C・n・u・・fIndi・，1961；v．9．M・d・品／RK．【02221

　　　　　　Nambiar；pt．5－A　　　　　　　　　　　　　書名　Special　migration　talbes：Madras　City／P・K・

　　　　　　Inte「national　Population　census　publications：　　　　　Nambiar

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　　（i）Report＆tables－（ii）Tables．一”P．K．　　　　　　1977

　　　　　　Nambiar，　of　the　India皿Administrative　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，叢書　　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．

　　　　　　Madras”・－Originally　published：Delhi：　　　　　　　10－（II）

　　　　　　Manager　of　Publications，1964－1965－2v．：　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　ill．，　map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

編者　Nambiar，　P．　K．　　　　　　　　　　　　　　注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras”．－Origina皿y　published：Delhi：

所蔵　　（i），（ii）：AMF－L－45（32）5400028071　　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－xxi，595　P・；

　　　　　　※nbrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　29　cm・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Nambiar，　P．　K．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

［0220】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras

書名　Atlas　of　the　Madras　states／P・K　Nambiar　　所蔵　AMF－L－45（32）5400028105

出版　Woodbridge，　Conn・：Resea苫ch　Publications，　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．9　　［02231

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　書名　　Census　tables　and　primary　census　abstract：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras　City／P．K．　Nambiar

注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　1977

　　　　　　　Madras”．－Originally　published：［Delhi］：　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　　［Manager　of　Publicationsl，1964－ca・490　P・：　叢書　　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．

　　　　　　　158maps；30　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－（III）

編者　Nambiar，　P．　K．　　　、　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

所蔵　AMF－L45（32）5400028089　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　※hbrary　has　also　printed　form：　　　　　　　　　　Madras”．－Originally　published：Delhi：

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1966－669，　v　p．：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　map；29　cm．

［02211　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nambiaエ，　P．　K．

書名　Madras　city　report／P．K．　Nambiaエ　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Madr鵬

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（33）5400028113
形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1961；v．9．Madra8／P．　K．　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　Nambiar；pt．10－（1）

　　　　　　　International　population　census　publications：　　［02241

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Handlooms　in　Madras　State／P．K．　Nambiar
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L45（33）5400028147
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

叢書　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．
　　　　　　11－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛02271

　　　　　　1nternationaユpopulation　census　publications：　書名　Tbmples　of　Madras　State／PK・Nambiar＆N・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Krishnamurthy

注記　・RK．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　出版　Woodbridge，　Co皿・：Researdl　Publications，

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　1977

　　　　　　Madras・，．－OriginaJly　published：Delhi：　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　Manager　of　PublicationS，1964－xiv，　iv，256　P．叢書　Census　of　India，1961；v・9；Madras；pt・

　　　　　　：ill，　maps；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　11－D

編者　Nambiar，　R　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”PK．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative

所蔵　AMF－L45（33）5400028121　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Madras”・－Originally　published：Delhi：

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－1969『6v・：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill．，　maps；29　cm．－1．　Chingleput　District

［02251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Madras　City－ii．　Tiruchirapalli＆South

書名　Fbod　habits　in　Madras　State／P．K．　Nambiaエ　　　　Arcot－iii．　Coimbatore＆Salem－iv．　North

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Arcot＆Nilgiris－v．　Kanyakumari＆

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tir皿elveli－vi．　Madurai＆

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ramanathapuram．
叢書　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．　　編者　Nambiar，　P・K・

　　　　　　11－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Krishnamurthy，　N．

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras

注記　”PK．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　所蔵　i：AMF－L45（33）5400028154
　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　ii，　iii，　iv：AMF－L45（34）5400028162

　　　　　　Madras”．－OriginaJly　published：Delhi：　　　　　　v，　vi：AMF－L45（35）5400028170

　　　　　　Manager　of　Publications，1964－92　p．：ill．，　　　　　※互brary　has　also　printed長）rm：

　　　　　　maps；28　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

編者　Nambiar，　P　K．
　　　　　　Widyanathan，　K．　E．　　　　　　10228］
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　書名　Physically　handicapPed　of　Madras　State／

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RK　Nambiar

所蔵　AMF－L－45（33）5400028139　　　　　　　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，
　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications：

【0226］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

書名　Slums　of　Madras　city／RK・Nambiar　　　　注記　・RK．　Nambiaエ，　of　the　Indian　Administrative

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras”．－Originally　published：Delhi：

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－viii，100　p．：

叢書　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．　　　　　ill．，　map；28　cm．

　　　　　　11－C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nambial，　P．　K．

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras

注記　”RK・Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　所蔵　AMF－L45（35）5400028188
　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Madras，，・－Originally　published：Delhi：　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　Manager　of　Publications，1965－435　p．：ill．，

　　　　　　maps；28　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　【02291

編者　Nambiar，　R　K．　　　　　　　　　　　　　　書名　Family　planning　attitude　in　Madras　city／

　　　　　　Valdyanathan，　K．　E．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RK　Nambiar

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　出版　Woodbridge，　Conn．：Researdl　Publications，

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　lO232］

叢書　Census　of　India，1961；v．9；Madras；pt．　　書名　General　economic　tables／B．A．　Kulkarni

　　　　　　11－F　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　International　population　census　publicatiol鳩：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

注記　”P．K．　Nambiar，　of　the　Indian　Administrative　叢書　Census　of　India，1961；v．10；Maharashtra；

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　pt．2－B

　　　　　　Madras，，．－Originaユly　published：Delhi：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Manager　of　Publications，1966－134　p．：ill．，　　　　　Asia

　　　　　　map；28　cm・　　　　　　　　　　　　　　　注記　”B．A．　Kulkarni，　of　the　Indian　Administrative

編者　Nambiar，　P．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　Maharashtra”．－Originally　published：Delhi：

　　　　　　Madras　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－2v．；29　cm．

所蔵　AMF－L－45（35）5400028196　　　　　　　　　　　　－（i）Industrial　classi6cation－（ii）

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　form：　　　　　　　　Occupational　classi6cation・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Kulkarni，　B．　A．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

［02301　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mahaエashtra
書名　Subsidiary　tables／B．A．　Kulkarni　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－L45（36）5400028220

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　　1micromm；35　mm
叢書C。n，u、。f　Indi。，・961；v．・0；M。h。，asht，a；［°233】．　　　　　　　．
　　　　　　pt．・，C　　　　　　　　書名S・・ぬ竺d・ultu・al　tables／B・A・Ku』・
　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Woodbrldge・Conn’：Research　Publlcatlons，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　・B．A．　Kulkarni，　of　the　Indian　Administrative　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，叢書　Census　of　India，1961；v・10；Maharashtra；

　　　　　　　M。ha，品ht，a・．－O，i即ally　publi，h。d、　D。lhi、　　pt・2－C（i）

　　　　　　　Manag。，。f　Publi，ati。n，，1965－iv，615，　iv　p．　　Int・mati・n・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　　；29。m．　　　　　　　　　　A・i・
編者　Kulkarni，　B．　A．　　　　　　　　　　　　　　注記　”B・A・Kulkarni，　of　the　Indian　Administra｛ive

　　　　　　　India．　Sup。，int。nd。nt。f　C。㎎u，　OP。，ati。n，，　　S・・vice，　Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・at・・竺・・

　　　　　　　Maharashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maharashtra，，・－Originally　published：Delhl：

所蔵　AMF．L－45（35）5400028204　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications・1965－ii，316，　iv・ii

　　　　　　　罐鵠⌒d　　編㌫滉念i㌫n＿＿＿。＿n．

【0231】　　　　　　　　　　　　Mah郷ht・a
書名　General　population　tables／B．A．　Kulkarni　　所蔵　AMF－L－45（36）5400028238

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　【0234】

叢書　Census　of　India・1961；v・10；Maharashtra；　書名　Migration　tables／B．A．　Kulkarni

　　　　　　監i。i二ti。nalp。pul。ti。ncen，u，publi，ati。＿出版認；；db・’dg・，　C・…・Resea・chPub’i・at’・n・・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

注記”B・A・Kulb呼・f　th・lndian　Admini・t・ativ・叢書C。n，u，。f　Indi。，・961；v．10；M血郷ht・a；

　　　　　　S・・vlce，　Superlnt・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，　pt．2－C（ii）

　　　　　　Maha紬t・a”・－0・ゆally　publi・h・d・D・1hi・　　Int。mati。na1　P。pulati。n　cen，u、　publi，ati。n，，

　　　　　　Manager　of　Publications，1963－367，　iii　p・：　　　　　Asia

編者：鑑1㌫　　　　注記蕊膿：蹴1跳㌫麟霊
　　　　　　Indi・・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，　　Maha，品ht・a・．－0・ゆally　pubh・h・d・D・lhi・

　　　　　　Maha・a・ht・a　　　　　　　　　Manag・・。f　Publi。ati・n・，1966－．
所蔵　AMF－L－45（36）5400028212　　　　　　　　編者　Kulkarni，　B．　A．

　　　　　　※Llibrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mahara3htra
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所蔵　AMF－L45（37）5400028246　　　　　　　　注記　”B．A．　Kulkarni，　of　the　Indian　Administrative
　　　　　　※Ub，a，y　h品・1・・P・int・d品・m・　　　　　Service，　Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　M血a・品ht・a”・－0・i亘n副ly　publi・h・d・D・lhi・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－ii，432，　iv　p．：

102351　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　map；29　cm．

書名　Household　economic　tables／B．A．　Kulkarni　編者　Kulkarni，　B・A・

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　India・Superintendent　of　Census　Ope「ations，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maharashtra
　　　　　　1977

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（37）5400028279
蛙C。n，u，。f　India，1961；v．・0；Mah。随t，a；　　※Lib・a・y　h品al・・P・int・d飴「m：

　　　　　　pt．3　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

注記鷲ご蕊＝：：二i竃81＝t：＝＿，
　　　　　　灘撚鴎議曙鑛㌦：忽＿；35mm

　　　　　　m。p；29。m．　　　　　　　叢書C・田u・・f　Indi・・1961；v・10；Mぬ・・品ht・a；

編者 麟十一・・一鶯一lp・興』t－一・
所蔵A≡5（37）54・・？28253　　注記鑑：膿認罐1’藍：認膿旙，
　　　　　　※L・b・a・yh副・・P・mt・d品「m：　　　　M。ha，肥ht，a・．－0，iginally　publi・h・d・D・lhi・

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　Manag。，。f　Publi，ati。n，，1972－iv，447　P．・

馨碧6】

出r；db「’dg⌒：Resea「chPublicat’°ns’所蔵鑑；：騨。1恕胤一：

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61．12（1961）

叢書　Census　of　India，1961；v．10；Maharashtra；

　　　　　　pt．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0239］

　　　　　　International　population　census　publications：　書名　Greater　Bombay　census　tables／B．A．　Kulkarni

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　”B．A．　Kulkarni，　of　the　Indian　Administrative　　　　1977

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Mah・・卵ht・a”・－0・igin・lly　publi・h・di　D・lhi・叢書C。n，田。f　Indi。，1961；v．10；M・h・・品ht・a；

　　　　　　Man・g…fPubli・ati・n・，1964－519・’v　p・：　　pt．10（1－B）

　　　　　　m・p；29・m・　　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・

編者　Kulkarni，　B．　A・　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　注記　・B．A．　Kulkarni，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　Maharashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　AMF－L45（37）5400028261　　　　　　　　　　　　Mahaエashtra”．－Originaユly　published：Delhi：

　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1964－iii，333，251，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iv　p．：maps；29　cm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Kulkarni，　B．　A．

102371　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，

書名　　Scheduled　castes　and　scheduled　tribes　in　　　　　　　Maharashtra

　　　　　　Maharashtra：tables／B・A・Kulkarni　　　　所蔵　AMF－L45（38）5400028295

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　※Library　has　also　printed飴rm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　1microfilm；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．10；Maharashtra；　10240】

　　　　　　pt．5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Parsis　of　greater　Bombay

　　　　　　Internation瓠population　census　publications：出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Subsidiary　tables／K．　Balasubramanyam

叢書　Census　of　India，1961；v．10；Maharashtra；　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　pt．10（1－D）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　　1　microfilm；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．

注記　”Prepared　by　the　Maharashtra　census　o冊ce　　　　　1．C

　　　　　　Bombay”・－Origillally　published：Delhi：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Manager　of　Publications，1971－127　P・；2g　　　　　Asia

　　　　　　cm’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”K．　Balasubrama皿yam，　of　the　Indian
編者　India・Superintendent　of　Census　Operations・　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Mahaエashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Mysore”．－Originally

所蔵　AMF－L45（39）5400028311　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969－iii，606　p．；29　cm．

［0241】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Balasubramanyam，　K．

書名　Cities　of　Maharashtra　census　tables／B・A・　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Kul㎏mi　　　　　　　　　　My・・，e
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　所蔵　AMF．L45（40）5400028337

形態：9窯。，。61m；35mm　　　撫聯）a’・・p・int・d㊤・m・

叢書　　Census　of　India，1961；v．10；Maharashtra；

　　　　　　pt・10（2－12）　　　　　　　　【0244】
　　　　　　In〔ernational　population　census　publications：　書名　General　population　tables／K．

　　　　　　Asla　　　　　　　　　　　B。la，ub，am。ny。m
注記 ；：＝蒜＝：1’畿瓢麗畿出版㌫db・idgらC・…・R・・ea・chPub’i・ati・n・・

所蔵

10242］　　　　　　　　　　　1964－viii・304，　ii　p・：ill・，　map・；29　cm・
書名　General　report／K．　Balasubramanyam　　　　編者　Ba1÷sul）ramanyam，　K・

出版 認；亨db・idg⌒・R・・e㎝・hPubli・・ti・n・，　織：upe「’ntendent°fCensus°pe｛

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（40）5400028345
銭C。n，u、。f　Indi。，1961；v．11；My，。，e；pt．　　※Lib・a・y　has　al・・P・int・d　f・・m・

　　　　　　　1．A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I・d・61－12（1961）

　　　　　　　驚nat’°nal　p°pulati°n　census　publicat’°ns：［・2451

注記・，K　B。1品ub，amanyam，。f　th。　Indian　　酩G・n・・al　ec・n・mi・t・bl・・／K

　　　　　　　Admini，t，ativ。　S。wice，　Sup。，int。nd。nt。f　　Bal品ub「amanyam

　　　　　　　Census　Operations，　Mysore・．－Originally　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　1977

　　　　　　　［1972？］－2v．（xxii，1287　P．）：ill．，　maps；28　　形態　　1　microfilm；35　mm

　　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．

編者　Balasubramanyam，　K．　　　　　　　　　　　　　　2－B
　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Mysore　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　［1］，S21：AMF－L45（39）5400028329　　　　　注記　”K・Balasubramanyam，　of　the　Indian

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Administrative　Service・Superintendent　of

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations・Mysore”・－Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

10243】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965－2v．；29　cm．
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編者　Balasubramanyam，　K．　　　　　　　　　　　注記　”K．　Balasubramany㎜，　of　the　Indian
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Mysore　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Mysore，，．－Originally

所蔵　　（i），Sii）：AMF－L45（40）5400028352　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　1965－xvi，515　p．；29　cm．

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Balasubramanyam，　K．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

［0246】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mysore

書名　Sociaユand　culturaユtables／K・　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（41）5400028386
　　　　　　Balasubramanyam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　［0249】
叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．　　書名　Report　on　housing　and　establishments／K・

　　　　　　2－C（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Balasubramanyam

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”K．Balasubramanyam，　of　the　Indian　　　　　形態　1micro狙m；35　mm

　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of　　叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．

　　　　　　Census　Operations，　Mysore”．－Originally　　　　　　　4－A

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1966－ix，227　p．：map；29　cm．　　　　　　　　　　　Asia

編者　Balasubramanyam，　K．　　　　　　　　　　　注記　”K．　Balasubramanyam，　of　the　Indian

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Mysore　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Mysore”．－Originally

所蔵　AMF－L－45（41）5400028360　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，
　　　　　　※International　population　census　　　　　　　　1966－v，361，［641　p．：ill．，　maps；29　cm．

　　　　　　publications：Asia〈BA43754903＞／／a　　　　　編者　Bala8ubramanyam，　K．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

【0247］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mysore

書名　Migration　tables／K・Balasubramanyam　　　所蔵　AMF－L－45（41）5400028394

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed伽m：
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

形態　　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．　　［02501

　　　　　　2－C（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Housing　and　establishment　tables／K．

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Balasubramanyam

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　”K．Balasubramanyam，　of　the　Indian　　　　　　　　1977

　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　Census　Operations，　Mysore”．－Originally　　叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　4－B

　　　　　　1967－vi，484　p．：map；29　cm．　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　Balasubramanyam，　K．　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　注記　”K．　Bala3ubramanyam，　of　the　Indian

　　　　　　Mysore　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

所蔵　AMF－L45（41）5400028378　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Mysore”．－Originally
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965－383　p．：map；29　cm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Balasubramanyam，　K．

【0248］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

書名　　Household　economic　tables／K・　　　　　　　　　　　Mysore

　　　　　　Balasubramanyam　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（41）5400028402
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）
形態　　1micro田m；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．3　［02511

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　書名　Special　tables　on　scheduled　castes　and

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scheduled　tribes／K．　Balasubramanyam
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Subsidiary　tables／M．　Ahmed

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

叢書　　Census　of　India，1961；v．11；Mysore；pt．　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．12；Orissa；pt．1－C

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　”K・Balasubramanyam，　of　the　Indian　　　　　注記　・，　M．　Ahmed，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Admillistrative　Service・Superintendent　of　　　　　　　Operations，　Orissa”．－Originally　published：

　　　　　　Census　Operations，　Mysore，，・－Originally　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1966－viii，

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　395　P．；29　cm．

　　　　　　1966－xviii・362　P・：maP；29　cm・　　　　　編者　Ahmed，　M，

編者　Balasubramanyam，　K　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　Orissa

　　　　　　Mysore　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（42）5400028444
所蔵　AMF－L45（42）5400028410　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1、d．61－12（1961）

1・2521　　　　　　馨著51G。n。，alp。pul。ti。nt。bl。，／MAhm。d

蕊＝認nr＝。hPubli，ati。n，，出r；db・idg⌒・R・…・hPubli・ati－・，

湖

編者

所蔵

［02531　　　　　　　　　　［02561
書名　Report　on　vital　statistics　and允rtility　survey／書名　General　economic　tables／M・Ahmed

　　　　　　M．Ahmed　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1961；v・12；Orissa；pt・2－B

叢書　　Census　of　India，1961；v．12；Orissa；pt．1－B　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Int・・nati・nal　p・pulati。n　cen，u、　publi。ati。n，、　　A・i・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”M．　Ahmed，　Superintendent　of　Census

注記　・M．Ahmed，　Superintendent　of　densus　　　　　　　Operations，　Orissa”・－Originally　published：

　　　　　　Operations，　Oriss♂，．－Originally　published：　　　　　Delhi：Manager　of　Publications・1964－viii・

　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1969－viii，　　　　　233　P・；29　cm・

　　　　　　104p．；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　編者　Ahmed，　M．

編者　Ahmed，　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　Orissa

　　　　　　Orissa　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－L－45（43）5400028469

所蔵　AMF－L45（42）5400028436　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　1、d．61－12（1961）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［02571

｛0254】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Cultural　and　migration　tables／M．　Ahmed
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．12；Orissa；pt・2－C叢書　Census　of　India，1961；v．12；Orissa；pt．4－B

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　”M．Ahmed，　Superintendent　of　Census　　　　注記　”M．　Ahmed，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Operations，　Orissa，，・－Originally　published：　　　　　　　　Operations，　Orissa，，．－Originally　published：

　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1965－402，　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1964－351　P．

　　　　　　viii　p・；29　cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；29　cm．

編者　Ahmed，　M・　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ahmed，　M．
　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Orissa　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Orissa

所蔵　AMF－L45（43）5400028477　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（44）5400028501
　　　　　　※Ub・a・y　has　al・・P・int・d品・m・　　　　※Lib，a，y　has　al、。　P，int・d飴・m・

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　Ld．61．12（1961）

i竃8］

跳＝；d搬1；肌12；。，issa；P七3出r；db「’dg“°　Resea「chPublicat’°ns’

　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u，　publi・ati・n・・形態1m・c・・丘lm；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v・12；Orissa；pt・5－A

注記　・M．Ahmed，　Superintendent　of　Census　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Op。，ati。n・，0・issa・，．－0・iginally　publi・h・d・　　A・i・

　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1965－x，677注記　”M・Ahmed，　Superintendent　of　Census

　　　　　　p．；29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations，　Orissa”．－Originally　published：

編者　Ahmed，　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications・1965－viii，
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　508　P・・［2］leaves　of　plates：maps；29　cm・

　　　　　　Orissa　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ahmed，　M．

所蔵　AMF－L45（43）5400028485　　　　　　　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Orissa

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（44）5400028519

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：

1025gl　　　　　　　　　　　　Ld．61．12（1961）
書名　Report　on　housing　and　establishments／M．

　　　　　　Ahmed　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【02621

出版　Wbodbridge，　Conn・：Research　Publications・　書名　Census　atlas　of　Orissa／M．　Ahmed

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　Census？f　India・1961．；v・12；Oriss÷；P！・4－A形態　1micromm；35　mm
　　　　　　Int・matl・nal　p・pul・t’°n　census　publ’cat’°ns：館C。n，u，。f　Indi。196、；v．・2；0，issa；pt．9．A

注記漂Ahm。d，　Sup，，int。nd。nt。fC。n，us　　In；・・nati・nalp：pul・ti・n・en・u・publi・ati・n・・

一
　　　　　　Orissa　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ahlned・M・．　　　　　　　　　　　．

所蔵AMF．L．45（44）54…28493　　　　　1輌・Superlnt・nd・nt・f　C・nsus　Ope「at1°ns，
　　　　　　※互b，㏄yh品al，。　P，int。d飴，m、　　　　On部a
　　　　　　Ld．61．12（1961）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（44）5400028527

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

【0260】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

書名　Housing　a皿d　establishment　tables（E－series

　　　　　　tables）／M．　Ahmed　　　　　　　　　　　　lO263］
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書名　Orissa　Administrative　atlas：contajning　maps　編者　Anand，　R．　L（Ram　Lal），1890－

　　　　　　of　districts　and　police　stations　of　Orissa／M．　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ahamed；with　a　fbreword　by　Asok　Mitra　　　　　　Punj　ab

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L－45（45）5400028550

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

叢書C・n・u・・fIndia，1961；v・12；0ふ；pt・9－B　l・266】

　　　　　　麗nat’°nalp°pulati°ncensuspub”cat’　：書名1蒜兜蹴＝鎧瓢ti。n

注記”M・Ahm・d・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・　　　t。bl。、／R．L．　Anand

　　　　　　3＝㌶：s㌶蕊ll撒2漂出版㌫db・idg⌒・R・・一・hPubli・ati－・，

編者襟dl：lps；29cm　　霊馨＝漂；d㌶、；肌、3；P輌；P七
　　　　　　麗；Supe「’ntendent°fCensus°pe「at’　　蹴ti。nalp。pul。ti。ncen，u、publi。ati。ns：

所蔵　AMF－L－45（45）5400028535　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　・，　R．L．　Anand，　Superintendent　of　Census

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations　and　Enumeration　Commissioner，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Punj　ab，，．－Origina皿y　published：Delhi：

【0264】　　　　　　　　　　　　M。n。g。，。f　Publi，ati。鵬，1965－viii，391・
書名　General　report／R・L　Ana皿d　　　　　　　　　　　　maps；29　cm．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　編者　Anand，　R．　L．（Ram　Lal），1890－

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　and　Enumeration　Commissioner，　Punjab

叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．　　所蔵　AMF－L－45（46）5400028568

　　　　　　　1－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※互brary　has　aJso　printed　fbrm：
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1・d．61－12（1961）

　　　　　　Asia

注記・R．L　An㎝d，　Sup。，int。nd。nt。f　C。㎎us　［°2671　　　．
　　　　　　OP。，ati。n、㎝d　Enum。，ati。n　C。mmissi。n。，，酩G・n・・瓠．P・pul・t・・n　tables／R・L　An÷n；

　　　　　　Punj　ab・．－Originally　published：Delhi：　　　出版　Woodbrldge，　Conn・：Research　Publlcatlons・

　　　　　　Manag・・。f　Publi・ai・n・，1969－2v．（，㎝iii，　　1977

　　　　　　　1076P．）：ill．，　maps；29　cm．　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

編者　Anand，　R．　L．（Ram　Lal），1890．　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v・13；Punjab；pt・

　　　　　　　Indi。．　Sup。，int。nd。nt。f　C。n、u，　OP。，ati。㎎　　2－A　　　　　　　．．

所蔵

　　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　Pu司ab・，．－0，ゆally　publi，h。d，　D。lhi、

馨碧51Sub，idi□yt。bl。，、＿ngt。〔編者襟籔二；：1：：1－v’⌒：

　　　　　　　麟t’°　dgene「alec°n°mlctab’es／RL　隠rup・・int・nd・nt・fC・n・u・・P・・ati　

出版 ㌫db「’dgらC…Rese訂chPub”cat’°ns’所蔵霊：C監＝器一、

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．
　　　　　　　1－C（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［02681

　　　　　　　1nternational　population　census　publications：　書名　General　economic　tables／R．L　Anand

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　”R．L．　Anand，　Superintendent　of　Census　　　　　　　1977

　　　　　　　0perations　and　Enumeration　Commissioner，　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　Punjab，，．－OriginaJly　published：Delhi：　　　叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．2－B

　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－vii，477　p．：　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”R．L．　Anand，　Superintendent　of　Census　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Operations　and　Enumeration　Commissioner，　叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．3

　　　　　　Punj　ab，，．－Originally　published：Delhi：　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Manager　of　Publications，1964－1965－2v．：　　　　　Asia

　　　　　　maps；29　cm・　　　　　　　　　　　　　　注記　”R．L．　Anand，　Superintendent　of　Census

編者　Anand，　R．　L．（Ram　Laユ），1890－　　　　　　　　　　Operations　and　Enumeration　Commissioner，

　　　　　　India．　Superhltendent　of　Census　Operations　　　　　　　Punj　ab”．－Originally　published：Delhi：

　　　　　　and　Enumeration　Commissioner，　Punjab　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－xvi，373　p．：

所蔵　（i），（ii）：AMF－L45（46）5400028584　　　　　　　　map；29　cm．

　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　編者　Anand，　R・L（Ram　Lal），1890－

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Enumeration　Commissioner，　Punj　ab

【0269】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（47）5400028618
書名　Social　and　cultural　tables／R・L　Anand　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　【02721
叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．　　書名　Report　on　housing　and　establishments／R・L

　　　　　　2－C（i）　　　　　　　　　　An孤d
　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　・R工．Anand，　Superintendent　of　Census　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Operations　and　Enumeration　Commissioner，　叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．

　　　　　　Punj　ab”．－Originally　published：Delhi：　　　　　　　　4－A

　　　　　　Manager　of　Publications，1965－xii，36g　P．：　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

編者　Anand，　R．　L．（Ram　Lal），1890一　　　　　　　注記　”R・L　Anand・Superintendent　of　Census

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations　　　　　　Operations　and　Enumeration　Commissioner，

　　　　　　and　Enumeration　Commissioner，　Punjab　　　　　　　　PurO　ab，’．－Originally　published：Delhi：

所蔵　AMF－L－45（45）54000285g2　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1g64－viii，23g　p．，

　　　　　　※Lib，訂y　h翻、。　P，int。d㊤・m、　　　　［45］P・・f　pl・t㏄・ill・，　map・；29　cm・

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Anand，　R・L（Ram　Lal），1890－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations

【02701　　　　　　　　　　　　　and　Enum・・ati・n　C・mmissi・n・・，　P呵ab
書名　Migration　tables／R．L．　Anand　　　　　　　所蔵　AMF－L45（47）5400028626

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed伽m：
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

裟馨i欝麟罵　・3；輌b；pt馨73］＿一＿9－h＿／RL
　　　　　　鷺m－P・pul・ti・ncen・u・pub’i・ati・n・・出版襯，idgらC。＿、R。，ea，chPubli。ati。n，，

注記 濃，＝1＜＝1＝n。ら形態：9霊・・丘lm；ラ5mm　．
　　　　　　P呵ab・・．－0，i∂nally　publi・h・d・D・lhi・　銭C・n・u・・f　Indla，1961．；v・13；Pu珂・；；nt・牛B

　　　　　　M。n。g。，。f　Publi，ati・n・，｛1965］－viii，636　P．・　　Int・・nati・nal　p・pulat・・n　cen・u・publ・cat’°ns：

　　　　　　map；29，m．　　　　　　　　　A・ia
編者　Anand，　R．　L．（Ram　Lal），1890一　　　　　　　注記　”R・L　Anand・Superinten“ent　of　Ce甲u§

　　　　　　Indi。．　Sup。，int。nd。nt。f　C。n・u・OP・・ati・n・　　OP・・ati・n・and　Enum・・at・？n　C・mm田rl・ne「，

　　　　　　and　Enum。，ati。n　C。mmi部i。n。，，　P呵。b　　　p呵ab”・－0・i亘nally　publ・sh・d・D・lh1・

所蔵AMF．L．45（47）5400028600　　　　　M㎝age「・f　Publicati°ns・1964－41g　P・：map

　　　　　　罐聯）⌒d　　編者竃蹴㌶認；㌫＿

［027・】　　　　　　　　　　　㎝dEnum・・ati・n　C・mm却n…Pu功ab
書名　Household　economic　tables／R．L．　Anand　　　所蔵　AMF－L45（47）5400028634

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed』m：
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）
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【0274】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Gupta，　C．　S．

書名　Special　tables　on　scheduled　castes　and　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　scheduled　tribes／R．L．　Anand　　　　　　　　　　　　　　Rajasthan

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　（i），（ii）：AMF－L－45（48）5400028667

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．

　　　　　　5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO277】

　　　　　　International　population　census　publications：　書名　Subsidiary　tables／C．S．　Gupta

注記麗Anan叱Sup。，int，nd。nt。fC。＿s出版認；；db・id《n・R・・e訂・hPubli・ati・n・・

撚灘撒灘藍、竺麟㌶・；v14；一一；P七
瀦三㌶跳：（RamLal），・89匪　　隠nati・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　霊蕊＝蒜i＝？：麟　注記・CS　Gupt⇒？fth・IndianAdmini・t・ativ；

所蔵

［0275】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

書名　Census　atlas／R．L．　Anand，　assisted　by　　　　　　　Rajasthan

　　　　　　general，　B．S．　Ojha，　technicaユ，　Gurdev　Singh　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－L45（48）5400028675

　　　　　　Gosal　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　lO278】

叢書　Census　of　India，1961；v．13；Punjab；pt．9　書名　Generaユpopulation　tables／C．S．　Gupta

　　　　　　International　population　census　publications：出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”R・LAnand，　Superintendent　of　Census　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　蹴a霊麟㌫£瓢耀；霊叢唆叉・u・・fIndi⇒・96・；仏・4⌒h⊇

縮蹴：謂s（；29cm．Ram　Lal），189α　　　驚nati・na’p・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　Ojha，　B・ahm　Sw・・up．　　　　注記・・C．S．　Gupt。，。f　th。　Indian　Admini，t，ative

　　　　　　麟Pご＝v瓢u・・p。，ati。n．　灘麟竺i＝蕊蹴ぽ

所蔵＝45（48）54…28659　　筒驚慧蹴糠撒詳ち231P，
　　　　　　※「ibrary　ha8　aユso　printed　fbrm：　　　　　　編者　Gupta，　C．　S．

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　India　Sup。，int。nd。nt。f　C。n，u，　OP。，ati。n，，

［0276】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rajasthan

書名　General　report／C．S．　Gupta　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（49）5400028683

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※nbrary　h｛蝦dso　printed　fbrm：
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

形態　　1microfilm；35　mm
館C・n・u・・fIndi。，・961；v．・4；Rajasth㎝；pt．【°279】

　　　　　　1．A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Generaユeconomic　tables／C．S．　Gupta

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative　　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，叢書　Census　of　India，1961；v．14；Rajasthan；pt．

　　　　　　Rajasthan”．－Originally　published：Delhi：　　　　　　　2－B

　　　　　　Manager　of　Publications，［1968］－2v．：maps；　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia



128

注記　”C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative　　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，叢書　Census　of　India，1961；v．14；Rajasthan；pt・

　　　　　　Rajasthan”．－Originally　published：Delhi：　　　　　　　3

　　　　　　Manager　of　Publications，1965－2v．：map；　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

編者　Gupta，　C．　S．　　　　　　　　　　　　　　　注記　”C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Rajasthan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rajasthan，，．－Originally　published：Delhi：

所蔵　　（i），（ii）：AMF－L45（49）5400028691　　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－xv，632　p．：

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　map；29　cm．

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Gupta，　C．　S．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

［0280】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Raj　asthan

書名　Sociaユand　cultural　tables／C・S・Gupta　　　所蔵　AMF－L45（50）5400028725

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　1micro丘lm；35　mm
叢書C。n、u，。f　Indi。，1961；v．14；Raj品than；pt．［0283】

　　　　　　2．C（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　housing　and　establishments／C．S．

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　Gupta

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　，，C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative　　　　　　1977

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Rajasthan”．－Originaユly　published：Delhi：　　叢書　Census　of　India，1961；v・14；Raj　asthan；pt・

　　　　　　Manager　of　Publications，1965－ix，334，　viii　p．　　　　4－A

　　　　　　：map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　Gupta，　C．　S．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　注記　”C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　Raj　asthan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　AMF－L45（49）5400028709　　　　　　　　　　　　Rajasthan”．－Origin訓ly　published：Delhi：
　　　　　　　※Libraエy　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－viii，296　P・，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　［25］1・ave・・f　plat…ill・，　m・p・；29・m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Gupta，　C．　S．

10281】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

書名　　Social　and　culturaJ　tables／C．S．　Gupta　　　　　　　　Rajasthan

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L45（50）5400028733
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

叢書　Census　of　India，1961；v．14；Raja8than；pt．
　　　　　　　2．C（ii）　　　　　　　　【0284］
　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　書名　Housing　and　establishment　tables／C・S・

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gupta

注記　・C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　1977

　　　　　　　Rajasthan，，．－Originally　published：Delhi：　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　Manager　of　Publications，1965－509　p．：map　叢書　Census　of　India，1961；v．14；Rajasthan；pt．

　　　　　　　；29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－B

編者　Gupta，　C．　S．　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　　Rajasthan　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”C．S．　Gupta，　of　the　Indian　Administrative

所蔵　AMF－L－45（50）5400028717　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Rajasthan”・－Originally　published：Delhi：

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　Manag…fPubli・ati・n・，1965－vU，340　P・，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1］leaf　of　plates：map；29　cm．

【0282］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Gupta，　C．　S．
書名　Household㏄onomic　tables／C．S．　Gupta　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Rajasthan

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（50）5400028741
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　　　　　　※Library　has　also　printed　form：　　　　　　編者　Bhatnagar，　P．　P．

　　　　　　1・d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UttaエPradesh

［0285】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i）：AMF－L－45（51）5400028774

書名　Special　tables　fbr　scheduled　castes＆scheduled　　　　（ii）：AMF－L45（52）5400028782

　　　　　　t・ib・・／；・S・Gupt・　　　．．　　※Lib，a，y　h翻，。　P，int。d飴，m，
出版　Woodbrldge，　Conn・：Reseaエch　Publlcatlons，　　　　Ld．61．12（1961）

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　※Lib，a，y　h翻，。　P，int・d品・m・
形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

叢書　　Census　of　India，1961；v．14；Raj　asthan；pt．

　　　　　　5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［02881

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　書名　　Report　on　vital　statistics／PP．　Bhatnagar

注記爵．Gup』fth。Indi。nAdmini，t，ative出版㌫db・idg⌒・R・・ea・chPub’i・at’・n・，

　　　　　　議鷲懲羅i撚嘘；＝㌶、；…、5．Utt＿h

　　　　　　［2］1・訂…fpl・t…m・p・；29・m．　　　　；pt・1－B　　．　　．．
編者　Gupta，　C．　S．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Intρrnatlonal　populatlon　census　publlcatlons：

　　　　　　India　Sup，，int。nd。nt。f　C。n，u，　OP。，ati。n，，　　A・・a

　　　　　　Rajasthan　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”RR　Bhatnagar　of　the　Indian　AdministrCtive

所蔵　AMF－L．45（51）5400028758　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Censu　Ope「atlons・

　　　　　　罐聯）｛d　　　鶯瓢認爵＝蝋’
［0286】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Bhatnagar，　R　R
書名　　Census　atlas／C．S．　Gupta　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Uttar　Pradesh

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（52）5400028790

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1961；v．14；Rajastha皿；pt．　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　9

　　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　【028gl

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Subsidiaエy　tables／PR　Bhatnagar

注記　”C．S・Gupta，　of　the　Indian　Administrative　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　1977

　　　　　　　Rajastha皿”・－Originally　published：Delhi：　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　Manag…fPubli・ati・n・・1967－2v・；29・m・叢書C。n、u、。f　India，1961；、e，．15．Utta，　P・ad。，h

編者　Gupta，　C．　S・　　　　　　　　　　　．　　　　　　；pt．1－C
　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operatlons，　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Raj　astha皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　A・B：AMF－L45（51）5400028766　　　　　　注記　・P．R　Bhatnagar　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　　※Lib・a・y　h画・・P・int・d㊤・m・　　　　　S。㎡ce，　Sup。dnt。nd。nt。f　C・n・u　OP・・ati・n・，

　　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　Utta，　P，ad田h，，．－0，ゆ副ly　publi・h・d、　D・lhi

馨碧71G。n。ぬep。，t。nthecen、u、／RRBhatnagar；㌫〔e「°fPub”c晦196τ197°－3v；

出版 ㌫db・idgらC・…・R・・e訂一i・ati－・，編者霊鷲：誌d。nt。fC。n，u，・P。，ati。n亀

魏響＝監謬、＿、5．Ut＿ad㏄h所蔵：蒜㌫皿（52）54…288・8

　　　　　　　；pt．1－A　　　　　　　　　　※五b・a・y　has瓠・・P・mt・d飴・m・
　　　　　　　Int。m。ti。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi。ati。n，、　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　　Asia

注記，，RP　Bh。tnaga，。f　th。　Indi皿Admini，t，ativ。［0290】

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Censu　Operations，　書名　General　population　tables／RR　Bhatnagar

　　　　　　　Uttar　Pradesh・．－Origin｛dly　published：Delhi出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

　　　　　　　：Manager　of　Publications，1966－1967－2v．；　　　　1977

　　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm



130

叢書　Census　of　India，1961；ser．15．Uttar　Pradesh所蔵　　（i）：AMF－L45（54）5400028840

　　　　　　；pt．2－A　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　（ii）～（v）：AMF－L45（55）5400028857

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

注記　”P．P．　Bhatnagar　of　the　Indian　Administrative　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Censu　Operations，　　　　　　　　1・d．61－12（1961）

　　　　　　Uttar　Pradesh，，．－Originally　published：Delhi

　　　　　　：Manager　of　Publications，1964－xix，425　P．；【0293】

　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Cultural　and　migration　tables／P．P．

編者　Bhatnagaエ，　P．　P．　　　　　　　　　　　　　　　　　Bhatnagar

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Uttar　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L45（53）5400028816　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　叢書　　Census　of　India，1961；ser．15．Uttar　Pradesh

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；pt．3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

【0291】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

書名　General　economic　tables／RR　Bhatnagar　　注記　・，　R　R　Bhatnagar　of　the　Indian　Administrative

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Service，　Superintendent　of　Censu　Operations，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Uttar　Pradesh”．－Originally　published：Delhi

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　：Manager　of　Publications，1966－2v．；29　cm・

叢書　Census　of　India，1961；ser・15・Uttar　Pradesh編者　Bhatnagar，　R　R

　　　　　　；pt・2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Uttar　Pradesh

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　A，　B：AMF－L45（56）5400028865

注記　”RR　Bhatnagar　of　the　Indian　Administr÷tive　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　S・・vice・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u　OP・・atl°ns・　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　Uttar　Pradesh”．－Originally　published：Delhi

　　　　　　・Manag…fPubli・ati・n・，1965－1967－6v・；【0294】

　　　　　　29cm’　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　housing　and　establishments　and

編者　Bhatnagar，　R　R　　　　　　　　　　　　　　　　　housing　and　establishment　tables（E－series
　　　　　　Indi・・Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・・　　t。bl。，＋xcept　E－III）／RR　Bh・tnag・・

　　　　　　UttaエPradesh　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　（i）～（iii）：AMF－L－45（53）5400028824　　　　　　　　1977

　　　　　　（iv）二（vi）・AMF－L－45！54）54°°°28832　形態・mi，，。丘lm；35　mm

【0292】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”RR　Bhatnagar　of　the　Indian　Administ「ative

書名　Cultural　and　migration　tables／RR　　　　　　　　Service・Superintendent　of　Censu　gpe「ations，．

　　　　　　Bhatnag孤　　　　　　　　　Utt・・P・ad・・h”・一．O・i邑nally　publlsn・d：Delh’

出版 認；；db・idg｛・R・・ea・chPubli・ati・n・・　蹴：：1蕊罐ぽ1；4㌶476P’

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　Bh竺nagar，　C　R　　　　　　　　　　．
蛙C・n・u・・fIndi・，・961；・e…5・Utt・・P・ad・・h　㌫：設㌶tendent°fCensus°pe「at’°ns，

　　　　　　｝㍍；言。帥。pulati。n，en，u、　publi，ati。n，、所蔵AMFL45（56）54…28873

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：
注記　・RR　Bhatnagar　of　the　Indian　Administrative　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　霊当謡㌍鵠蒜蹴㌃t蒜il・295】
　　　　　　：Manager　of　Publications，1965－1966－5v．；　書名　　Housing　and　establishment　tables（E－III）／

　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．　P．　Bhatnagar

編者　Bhatnagar，　R　R　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　　1977

　　　　　　Uttar　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1961；ser．15．Uttar　Pradesh【02981

　　　　　　；pt．4－B　　　　　　　　　・　　　　　　　書名　Special　report　on　Kanpur　city／RR

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　Bhatnagar

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　”RP　Bhatnagar　of　the　Indian　Administrative　　　　1977

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Censu　Operations，　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Uttar　Pradesh”・－Originaユly　published：Delhi叢書　Census　of　India，1961；ser．15．UttaエPradesh

　　　　　　：Manager　of　Publications，1964－542，　iv　p・；　　　　；pt．10

　　　　　　29・m・　　　　　　　　　　Int・m・ti・n・l　p・pul・ti・n　cen，u，　publi。ati。ns：
編者　Bhatnagar，　P　R　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　注記　・，　RR　Bhatnaganf　the　India皿Administrative

　　　　　　Utt碇P・ad・・h　　　　　　　　　S・・vice，　Sup・・int・nd・nt・f　C。n、u　Op。，。ti。n、，

所蔵　AMF－L45（56）5400028881　　　　　　　　　　　　UttaエPradesh”．－Originaユly　published：Delhi

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　：Manager　of　Publications，1965－vi，105　p．：

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maps；29　cm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Bhatnagar，　R　R

lO296】　　　　　　　　　　　India　Sup。，int，nd。nt。f　C。n、u、　Op。，ati。n、，
書名　Special　tables　fbr　scheduled　castes（tables　　　　　　UttaエPradesh

　　　　　　SCT－I　part　A＆SC－1）／RR　Bhatnaga工　　　所蔵　AMF－L45（57）5400028915

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）
形態　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；ser．15．Uttar　Pradesh　lO299】

　　　　　　；pt．5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Population　progress／J．　Datta　Gupta

　　　　　　International　population　census　publications：出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”PR　Bhatnagar　of　the　Indian　Administrative　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Censu　Operations，　叢書　Census　of　India，1961；v．16．West　Bengal＆

　　　　　　Uttar　Pradesh’，．－Originally　published：Delhi　　　　Sikkim；pt・1－A；Book（i）

　　　　　　：Manager　of　Publications，1965－2v．；29　cm．　　　　International　population　census　publications：

編者　Bhatnagar，　P　R　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　注記　”J・Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civil

　　　　　　UttaエPradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　　（i），（ii）：AMF－L－45（57）540002889g　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim”・－Originally

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　1967－396　P・・ill・，　m・p・；29・m・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sen　Gupta，　J．　C．

［02971　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Choudhury，　P　G．

書名　Census　atlas　of　Uttar　Pradesh／P．R　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Bhatnagar　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim

出版　Woodbridge，　Conn．：Resealch　Publications，　所蔵　AMF－L－45（57）5400028923

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

鮪 麟1：蒜二：：三㌘i謬】㌃㌶ご＝溜蹴，

湖

　　　　　　・ill・・map・；29・m　　　　　驚nat’°na’p°pu’at1°n　census　pub’1cat1°ns：

編者

竃議撫一…・一注記；1；燈鑑蒜総鵠㌫．
所蔵

　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　index．
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編者　Sen　Gupta，　J．　C．　　　　　　　　　　　　　注記　”J．　Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civil

　　　　　　Choudhury，　R　G．　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　West　Bengal＆Sikkim”．－Originally

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

所蔵　AMF－L－45（58）5400028931　　　　　　　　　　　　1964－377　P・：map；29　cm・
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Sen　Gupta，　J・C・

　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim

［0301】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（58）5400028964
書名　　Report　on　vital　statistics／J・Datta　Gupta　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　［0304】

叢書　Census　of　India，1961；v．16．West　Bengal＆　書名　General　economic　tables／J・Datta　Gupta

　　　　　　Sikkim；pt．1－B　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
注記　”J．Datta　Gupta　of　the　Indian　Administrative　叢書　Census　of　India，1961；v．16．West　Bengal＆

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　Sikkim；pt．2－B

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim”．－Originally　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　Asia

　　　　　　　1967－viii，221　P．；29　cm．　　　　　　　　　注記　”J．　Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civi1

編者　Sen　Gupta，　J．　C．　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　West　Bengal＆Sikkim”．－Originally

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

所蔵　AMF－L－45（58）5400028949　　　　　　　　　　　　1964－1966－2v．：map；29　cm．
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Sen　Gupta，　J．　C．

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim

lo302】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i）：AMF－L45（58）5400028972

書名　Subsidiary　tables／J・Datta　Gupta　　　　　　　　（ii）：AMF－L45（59）5400028980

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1961；v・16・West　Bengal＆　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　Sikkim；pt．1－C

　　　　　　　International　population　census　publications：　　【0305】

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Social　and　cultural　tables／J．　Datta　Gupta

注記　”J．Datta　Gupta　of　the　Indian　Administrative　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　1977

　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim，，．－Originally　　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　叢書　Census　of　India，1961；v．16．West　Benga1＆

　　　　　　　1967－viii，461　p．；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　Sikkim；pt．2－C（i）

編者　Sen　Gupta，　J．　C．　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　　West　Bengal＆Sikkhn　　　　　　　　　　　注記　”J，　Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civi1

所蔵　AMF－L45（58）5400028956　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　※Ubrary　h｛鳩｛虹so　printed品rm：　　　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim，，．－Originally

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1965－435p．，［7］leaves　of　plates：maps；29

［0303】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm．

書名　General　population　tables／J・Datta　Gupta　　編者　Sen　Gupta，　J．　C．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（59）5400028998
叢書　Census　of　India，1961；v・16・West　Bengal＆　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Sikkim；pt・2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO306】
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書名　Migration　tables／」．　Datta　Gupta　　　　　　所蔵　AMF－L－45（60）5400029020

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　※Library　h品also　printed　fbrm：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld，61－12（1961）

形態　　1micro狙m；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．16．West　Bengal＆　［03091

　　　　　　Sikkim；pt・2－C　　　　　　　　　　　　　　書名　Subsidiary　tables　on　housing　and

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　establishments／J．　Datta　Gupta

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

注記　”J・Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civil　　　　　　1977

　　　　　　霊c㌶㍑；1濫籔蹴a欝e「at’°ns・形態・mi…mm；35　mm

　　　　　　publi，h。d、　D。lhi，M皿。g。，。f　Publi。。ti。n、，赫C・nrur・f　lndia・1961；se・・16・West　B・ng瓠

　　　　　　1966．2v．、map，；29。m．　　　　　＆S・興；pt・4（・・）．　　．．
編者S。n　Gupt。，　J．　C．　　　　　　　1』at・°nal　p°pulat’°n　census　publlcat1°ns：
　　　　　　Indi。．　Sup。，int。nd。nt。f　C。鵬u，　OP。，ati。n，，　　A・’a

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim　　　　　　　　　　　注記　”J・Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civil

所蔵 皇㍑㍑謡2。d5＝9°°4　篇1：c蹴e麗：漂麟aCelati　
　　　　　　－2（・96・）　　　　　盟’蝋：三㌶㍗age「°fPub”cat1°ns，

［03071　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Datta　Gupta，」．
書名　Household　economic　tables／J．　Datta　Gupta　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　West　Bengal＆Sikkim

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（60）5400029038
形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書　Census　of　India，1961；v・16・West　Bengal＆　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　Sikkim；pt．3

　　　　　　　1nt・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・［03101

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Tables　on　scheduled　castes／J．　Datta　Gupta

注記 蕊織麟罐；。鵠£霊。」版認；；db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・

　　　　　　　霊蕊鑑lik蹴認瓢：。ti。n，，形態・mi…61m；35　mm

　　　　　　　1965－703P．：map；29　cm．　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；ser・16・West　Benga1

編者　Sen　Gupta，　J．　C．　　　　　　　　　　　　　　　　　＆Sikkim；pt・5－A（i）

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Intemational　PoPulation　census　Publications：

　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L45（60）5400029012　　　　　　　　注記　”J・Datta　Gupta　of　the　Wiest　Bengal　Civil

　　　　　　　※超brary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　West　Bengal＆Sikkim，，．－Originally

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

103081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966－Ixviii，561　P．：maps；29　cm．

書名　Report　and　main　tables　on　housing　and　　　編者　Datta　Gupta，　J．

　　　　　　　establishments／J・Datta　Gupta　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　West　Bengal＆Sikkim

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（61）5400029046

形態1mi…m≡5　mm　　　　　　　※Lib，a，y　h品a』。　p，i就。曲，m、

蛙 ㌶蒜漂11961；v16’WestBenga’＆　Ld・6L・2（・96・）

　　　　　　　麗nat’°na’p°pu’at’°n　census　pub”cat’　：［・3・・1　　　．

注記・J．D繊Gupta。fth。　West　B。ng仙Civil　書名肱bl…nsch・dul・d　t「’be・／J・Datt÷Gppt・

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publlcatlons，

　　　　　　　West　Beng｛d＆Sikkim”．－Originally　　　　　　　　1977

　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　　1964－743p．：map；29　cm．　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；ser．16．West　BengaJ

編者　Gupta，　J．　Datta　　　　　　　　　　　　　　　　　＆Sikkim；pt．5－A（ii）

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　West　Beng瓠＆Sikkim　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”J．Datta　Gupta　of　the　West　Bengal　Civil　　書名　General　report／S．K　Sharma

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim，，．－Originally　　　　　　　　1977

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　1967－lxv，452　P・：maps；29　cm・　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．17；Union　Territory

編者　Datta　Gupta，　J・　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Andaman　and　Nicobar　Isla皿ds；pt．1
　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Census　Operations・　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L45（61）5400029053　　　　　　　　注記　・，　S．K．　Sharma　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　1・d・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andaman　and　Nicobar　Islands・，．－Originally

［・3・2】　　　．．．　　㌫曙跳：㍑灘麟a雷s’
書名 ＝鑓Calcuttamdust「1a’rel’°n．／J’編者器。慧

出版 ㌫db「1dg』：Rese訂chPubl’cat’°ns’　鷺譜：蒜鑑撫u・・p・・ati・叫

難＝：2蒜1，㌶、；，e，．16．W。，t　B。ng。1所蔵AM竺L45（62）54・・？29・95

　　　　　　＆Sikkim；pt．10－A　　　　　　　※Llb・a・y　h・・al・・P・mt・d飴「m：
　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u・publi・ati・n・・　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　Asia

注記・J．D。tta　Gupt。。f　th。　W。，t　B。ng。I　Civil　［°3151　　　．　　　　．
　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，書名　General　populatlon己bles　i　Gene「al　economlc

　　　　　　灘臨lik霊認＝ati＿，　蹴＝＝瓢霊a・竺・
　　　　　　　1968－1969－2v．：map；29　cm．　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publlcatlons，

編者　Datta　Gupta，　J．　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，　形態　2micromms；35　mm

　　　　　　West　Bengal＆Sikkim　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v・17；Union　Tbrritory

所蔵　Book（i）：AMF－L－45（61）5400029061　　　　　　　　0f　Andaman　and　Nicobar　Islands；pt．2－A，

　　　　　　　Book（ii）：AMF－L45（62）5400029079　　　　　　　　2－B，2－C，3

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　”S．K．　Sharma　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　　I、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Andaman　and　Nicobar　Islands，，．－Originally

【03131　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

書名　　Alphabetical　indes　of　villages／J・Datta　Gupta　　　　1964－v，481　P．：maps；29　cm．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　編者　Shaエma，　S．　K．

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Andaman　and　Nicobar　Islands
叢書　Census　of　India，1961；ser・16・West　Bengal　所蔵　AMF．L45（62）～（63）5400029103

　　　　　　　＆Sikki口；pt・10－B．　　．．　　　※Lib，碇y　has　al，。　P・int・d㊤・m・
　　　　　　　隠nat’°na’p°pulat1°n　census　publ’cat’°ns：　Ld・6・一・2（・961）

注記　”J・Datta　Gupta　of　the　West　BengaユCivil　　【03161

　　　　　　　＝。麟㌶Cl灌1三a；relat’　書名：1：＝㍑慧蹴瓢。bl。、。n

　　　　　　　publi・h・d・D・lh・・Manag…fPubl’cat’°ns，　　sch。dul。d　t，ib。，　and，ep，int，伽m・ld

　　　　　　　1971－xv，71g　P・；29　cm・　　　　　publi，ati。n，／S．K．　Sh・・m・

編者 ＝：≧d・；t・fC・n・u・・P・・ati・nら出版㌫db・idg⌒・R・・ea・chPubl’・ati・n・，

所蔵

｛0314】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”S．K．　Sharma　of　the　Indian　Administrative　　書名　General　population　tables；General　economic

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　tables；Household　economic　tables／Baldev

　　　　　　Andaman　and　Nicobar　Islands”．－Origillally　　　　　Raj

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1966－vi，　ii，　ii，294　P．：ill．；29　cm．　　　　　　　　　1977

編者　Sharma，　S・K・　　　　　　　　　　　　　　　形態　2micromms；35　mm
　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　叢書　Census　of　India，1961；v．19．Delhi；pt．2．A，

　　　　　　And・m㎝and　Ni・・b・・1・1・nd・　　　　　2．B，3

所蔵　AMF－L45（63）5400029111　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　注記　，，　Baldev　Raj，　Superintendent　of　Census

l・3・7］　　　　　　　鑑a！i蹴1器孟監鷲際霊i曙
書名　　General　population　tables；General　economic　　　　　595　P．：map；29　cm．－Pt．2C　inserted

　　　　　　t・bl・・；Cultu・al　and　mig・ati・n　tabl田；　　　b。tween　pag・，411。nd　413．－Film・d　with・

　　　　　　H・u・eh・ld　ec・n・mi・t・bl・・；H・u・ing　and　　　Cutlut・al・nd　mi郎・ti・n　tabl・・（C・n・u・・f

　　　　　　・・t・bli・hm・nt　t・bl・・；Speci砿t・bl・・品・　　　Indi。．1961．　v．19，　D・lhi；pt．2C）．

　　　　　　㌶麟麟＝t「’bes；編者罐畿i＿d。nt。fC。n，u，。P。，ati。n己

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Orissa

　　　　　　1nピmati・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・鵬・10320］

注記

　　　　　　蕊㌶㍑，蒜㌫＝霊瓢i。n、，形態1mi…mm；35　mm

　　　　　　　1967－xxxii，261　P．，［61　P．　of　plates：ill．，　map；叢書　Census　of　India・1961；v・19・Delhi；pt・2－C

　　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　Ballal，　K．　D．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　注記　”Baldev　Raj，　Superintendent　of　Census

　　　　　　　Dadra　and　Nagar　Haveli　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations，　Delhi”・－Originally　published：

所蔵　AMF－L45（63）540002912g　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，［1965？1－ii，

　　　　　　　※Lib，a，y　h画，。　P，int。d飴，m、　　　　410　P・・m・p；29・m・－ln・e・t・d　in　Pt・2－A・

　　　　　　　L己6H2（196・）　　　　　認、3ぱ霊1三霊㌶蹴1㍑謝med

［0318］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　economic　tables；Household　economic

書名　　General　report　on　the　census／Baldev　Raj　　　　　　tables（Census　of　India，1961・v・19・Delhi；Pt・

出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，e訂，h　Publi，ati。n、，　2－A・2－B・3）

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Raj，　Baldev

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Delhi

叢書　Census　of　India，1961；v．19．Delhi；pt．1　　所蔵　AMF－L45（64）5400029152

　　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1961）

注記 麟隠jb霊1’竺t濃鑑蒜；。d、1・32・l
　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，｛1966］－xv，　書名　Report　on　housing　and　establishments／by

　　　　　　　494；29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Baldev　Raj　and　Kuldip　Chander　Sehgal

編者　Raj，　Baldev　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi　　　　　　1977

所蔵　AMF－L45（63）5400029137　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v・19・Delhi；pt・4（A

　　　　　　　I、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＆B）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

【0319】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　”Baldev　Raj，　Superintendent　of　Census　　　　注記　”Ram　Chandra　Pal　Singh　of　the　Indian

　　　　　　Operations，　Delhi　and　Kuldip　Chander　Sehgal，　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　OHicer　on　Special　Duty，，．－Originally　　　　　　　　　Census　Operations，　Himachal　Pradesh”．－

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　Originally　publ拍hed：Delhi：Manager　of

　　　　　　［1963］－vii，211　P．・il1．，　m・p・；29・m・　　　　Publi・ati・n・，［1965］－viii・750　P・・ill・，　m・p・；

編者　Raj，　Baldev　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　cm．
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi　編者　Singh，　Ram　Chandra　Paユ

　　　　　　Sehgal，　Kuldip　Chander　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

所蔵　AMF－L45（64）5400029160　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradesh
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－L45（65）5400029194

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

［0322】

書名　Tables　on　scheduled　castes　and　scheduled　　　【03251

　　　　　　tribes／by　Baldev　Raj　　　　　　　　　　　書名　Subsidiary　tables／R・C・Pal　Singh

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．19．Delhi；pt．5－A　叢書　Census　of　India，1961；v．20；Himachal

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　Pradesh；pt．1－C

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　”Baldev　Raj，　Superintendent　of　Census　　　　　　　Asia
　　　　　　Operations，　Delhi”．－Originally　published：　　注記　”R．　C．　Pal　Singh　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，［1966？F　180　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　P．：map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradesh”．－Originally　published：

編者　Raj，　Baldev　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，［1970？］－v，

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi　　　　　　403　p．：map；29　cm．－International

所蔵　AMF－L－45（64）5400029178　　　　　　　　　　　　population　census　publications：Asia
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　〈BA43754903＞／／a．

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　編者　Singh，　Ram　Chandra　Pal
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

［0323］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradesh

書名　Census　atlas／S・R・Gandotra　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（65）5400029202
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1961）

形態　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　India，1961；v．19．Delhi；pt．9　　［0326】

　　　　　　International　population　census　publications：　書名　General　population　tables／R㎜Chandra　Pal

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Singh

注記　”S．R．　Gandotra　of　the　Indian　Administrative　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Service，　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　1977

　　　　　　Delhi”．－Originally　published：Delhi：　　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　Manager　of　Publications，［196－］－xii，249：ill・，叢書　Census　of　India，1961；v．20；Himachal

　　　　　　maps；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh；pt．2－A

編者　Gandotra，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L－45（64）5400029186　　　　　　　　注記　”Ram　Chandra　PaユSingh　of　the　Indian
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Himachal　Pradesh”．－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of

【0324】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1964－107　P．：map；29　cm．

書名　General　report／Ram　Chandra　Pal　Singh　　編者　Singh，　Ram　Chandra　Paユ

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradesh

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（65）5400029210
叢書　Census　of　India，1961；v・20；Himachal　　　　　　※ribraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Pradesh；pt・1－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0327］
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書名　Economic　tables／Ram　Chandra　Pal　Singh　　編者　Singh，　Ram　Chandra　Pal

出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，　　　　India．　Superilltendent　of　Census　Operations，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradesh

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（66）5400029244
叢書　Census　of　India，1961；v．20；Himachal　　　　　　　※互braエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Pradesh；pt．2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［03301

注記　”Ram　Chandra　Pal　Singh　of　the　Indian　　　　書名　Housing　and　establishment／Ram　Chandra

　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of　　　　　　　pal　Singh

　　　　　　Census　Operations，　Himachal　Pradesh”．一　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　0riginally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　1977

　　　　　　Publications，1965－xxii，295　P・：ill・，　map；　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　29cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．20．Himachal

編者　Singh，　Ram　Chandra　Pal　　　　　　　　　　　　　pradesh／Ram　Chandra　Pal　Singh；pt．4
　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　HimachaJ　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L－45（65）5400029228　　　　　　　　注記　・Ram　Chandra　Pal　Singh　of　the　Indian

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Admillistrative　Service，　Superintendent　of

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　Himachal　Pradesh”．一

注記㌫Ch・nρ・aPalCingh・fth・Indi一寳習1］H。u，ing－d。，t。bli，hm。nt／R。mChand，a

編者麟瓢s艦ぷr33P；29cm　形態・mi…mm；35mm
　　　　　　監霊謝・nt・fC・一・・P・・ati・⇒描＝h°ぽ；（ll」＝：罐’5A

所蔵 ㌶鶉。1＝ご一：　　鷺nat’°na1P°pu’at’°ncensuspub”cati°ns：

　　　　　　－2（・96・）　　　　注記濫：＝認v慧蒜＝1霞。，
10329】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Operations，　HimachaユPradesh，，．一

書名　Household　economic　tables／Ram　Chandra　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of
　　　　　　Pal　Singh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　publications，［1965］－viii，406　P・：map；29

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　cm・
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Singh，　Ram　Chandra　Pal

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

叢書　Census　of　India，1961；v．20．Himachal　　　　　　Himachal　Pradesh

　　　　　　Pradesh／Ram　Chandra　Pal　Singh；pt．3　　所蔵　AMF－L－45（66）5400029269

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

注記　”Ram　Chandra　Pal　Singh　of　the　Indian
　　　　　　Administrative　Service，　Superintendent　of　　　lO332】

　　　　　　Census　Operations，　HimachaユPradesh・．一　　書名　Census　atlas／R・C・Pal　Singh

　　　　　　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　PubHcations，［1965？】－xviii，132　P．：map；29　　　　　1977

　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
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叢書　Census　of　India，1961；v．20．Himachal　　　編者　Birendra　Singh，　R．　K．

　　　　　　Pradesh／Ram　Chandra　Pal　Singh；pt．9　　　　　　　1ndia．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　Manipur

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（67）5400029293
注記　”R・C・Pal　Singh　of　the　Indian　Administrative　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Service・Superintendent　of　Census　Operations・　　　　　　　1、d．61－12（1961）

　　　　　　Himachal　Pradesh”．－Originally　published：

　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，［1964F　xii，　103351

　　　　　　225P・：maps；29　cm・　　　　　　　　　　　　書名　　Generaユpopulation　tables；General　economic

編者　Singh，　Ram　Chandra　Pal　　　　　　　　　　　　　tables；Social　and　cultural　tables／R．　K．

　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　Birendra　Singh

　　　　　　Himachal　Pradesh　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L45（66）5400029277　　　　　　　　　　　　1g77
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　叢書C，n，u、。f　lndia，1961；v．22；Manipu，；pt．

［0333】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－A，2－B・2－C

書名　　Subsidiary　tables；General　population　tables；　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　General　economic　tables；Cultura1＆　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　migration　tables；Household　economic　tables；注記　”R・K　Birendra　Singh　of　the　Manipur　Civil

　　　　　　Housing＆establishment　tables；Special　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　tables　fbr　scheduled　castes　and　scheduled　　　　　　　Manipur，，．－Originally　publishedl　Delhi：

　　　　　　tribes／M．K．　Devassy　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1968－ix，　xvii，671

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　P・；29　cm・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Birendra　Singh，　R．　K．

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

叢書　Census　of　India，1961；v．21；Laccadive，　　　　　　Manipur

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands；pt．1－C，2－A，　所蔵　AMF－L45（67）5400029301

　　　　　　2－B，2－C，3，4－B，5－A　　　　　　　　　　　　　※1．ibrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　1・d．61－12（1961）

　　　　　　Asia

注記　”M．K．　Devassy　of　the　Indian　Administrative　lO336］

　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，書名　　Household　economic　tables；Housing　and

　　　　　　Kerala　and　the　Union　Tbrritory　of　Laccadive，　　　　　establishment　tables　and　report　on　housing；

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands’，．－Originally　　　　　T㌦bles　on　scheduled　castes　and　scheduled

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　tribes／R．　K．　Birendra　Singh

　　　　　　1967－xxxvii，462，　viii　p・：map；29　cm・　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Devassy，　M．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Census　Operations，　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Kerala　and　the　Union克rritory　of　Laccadive，　叢書　　Census　of　India，1961；v．22；Manipur；pt．

　　　　　　Minicoy　and　Amindivi　Islands　　　　　　　　　　　3，4，5

所蔵　AMF－L－45（67）5400029285　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　注記　・R．K．　Birendra　Singh　of　the　Manipur　Civil

［03341　　　　　　　　　　　　S・wice，　Sup・・int・nd・nt・f　C・n・u・Op・・ati・n・・
書名　General　report　including　subsidiary　tables／R．　　　Manipur”・－Originally　published：Delhi：

　　　　　　K．Bi，end，a　Singh　　　　　　　　Manag…fPubli・ati・n・，［1968？トiv・313　P・；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　29　cm・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Birendra　Singh，　R．　K・

形態　　1micro田m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　India・Superintendellt　of　Census　Operations，

叢書　Census　of　India，1961；v．22；Manipur；pt．　　　　Manipur
　　　　　　1－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（67）540002g31g

　　　　　　International　population　census　publications：　　　※nbrary　has　also　printed丘）rm：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1961）

注記　”R．K．　Birendra　Singh　of　the　Mnipur　Civil
　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　｛03371

　　　　　　Manipur・．－Origina皿y　published：Delhi：　　書名　Generaユpopulation　tables／R・H・M・D’Silva

　　　　　　Manager　of　Publications，1966－x，　ii，346　p．：出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　ilL，　map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　D’Silva，　R．　H．　M．

叢書　Census　of　India，1961；v．23；Nagaland；pt．　　　　India・Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagaland

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　SanthapPa，　P・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（68）5400029343

注記　・R．H．M．　D・Silva，　Secretary　to　the　Govt．　of　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Nagaland，　Home　Department＆ex－oHicio，　　　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　Sup・・int・nd・nt・f　C・nsu・Ope「ati・n・，　　［・3401

　　　　　　Nagaland”・『Or｝gin÷lly　published：Delhi：　　書名　　Special　tables　fbr　scheduled　castes　and

　　　　　　＝1㌃ubl’cat’　196h77P：出版＝：跳1蕊器＝‡；：。，

編者　D’Silva，　R・H・M・　　　　　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Ce鵬us　Operations，　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Nagaland　　　　　　　　叢書C。n、u，。f　India，1961；v．23．N。g。1。nd／
所蔵　AMF－L45（68）5400029327　　　　　　　　　　　　R．H．　Macdonald　D，Silva；pt．5－A

　　　　　　※Library　has　also　printed　form：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”R．H．　Macdonald　D’Silva，　Secretary　to　the

［03381　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt．　of　Nagaland（Home　Depaエtment）and

書名　General　economic　tables／R．H．M．　D’Silva　　　　　　ex－o伍cio　Superintendent　of　Census

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Operations，　Nagaland”・－Originally

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

形態　　1microfilln；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1968－120　P・；29　cm・

叢書　Census　of　India，1961；v．23；Nagaland；pt．　編者　D’旦lva・R・H・Macdonald　　　　　　．

　　　　　　　2，B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Indla・Superlntendent　of　Census　Operatlons，

　　　　　　麗n・ti・n・lp・pul・ti・ncen・u・pub’i・ati・n・・所蔵：＝5（68）54。。。2935。

注記 ＝d驚麟麟hl㍑i。lf　蒜蹴a’s°P「inted品「m：

　　　　　　　Superintendent　of　Census　Operations・　　　　　　　［03411

　　　　　　　Nagaland”・－Originally　published：Delhi：　　書名　General　population　tables　a皿d　NEFA　speciaユ

　　　　　　　Manager　of　Publications，1967－142　P・：map　　　　tables／L．B．　Thanga

　　　　　　　；29cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　D’silva，　R．　H．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　　1ndia・Superintendent　of　Census　Operations，　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　Nagaland　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．24；North－East

所蔵　AMF－L45（68）5400029335　　　　　　　　　　　　Frontier　Agency；pt．2－A
　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”LB．　Thanga，　Secretary　Planning　and

【03391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Development，　NEFA　and　ex－o冊cio

書名　Cultural　and　migration　tables／R．H．M．　　　　　　　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　D’Silva　and　R　SanthapPa　　　　　　　　　　　　　　　　　North－East　Ftontier　Agency，，・－Origina皿y

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966－iv，28g　P・：map；29　cm・

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　Th㌍ga・LB・　　　　　　　　　　．

　　　　　　　Nagaland（Home　Deptt．）and　ex－of丘cio，　　　　［0342］

　　　　　　　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　書名　General　economic　tables；Cultural　and

　　　　　　　Nagaland　and　P．　Santhappa，　Superintendent　　　　　migration　tables；Household　economic　tables；

　　　　　　　of　Census　Operations，　Nagaland，，．－Originally　　　　Housing　and　establishment　tables；Tables　on

　　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　scheduled　castes　and　scheduled　tribes／L．B．

　　　　　　　1969－317，xv　p．：map；29　cm．　　　　　　　　　　　Thanga
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　【0345】

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Cultural　tables＆migration　tables／P・K

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Nambiar
叢書　Census　of　India，1961；v．24；North－E｛戚　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Resear（血Publications，

　　　　　　Frontier　Agency；pt．2－B，2－C，3，4，5　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1961；v．25．Pondicherry／

注記　”LB．　Thanga，　Secretary　Planning　and　　　　　　　p．K．　Nambiar；pt．2－C＆D

　　　　　　Development，　and　ex－of丘cio　Superintendent　of　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Census　Operations，　NEFA，’．－Originally　　　　　　　　Asia

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publicatior田，　注記　・P．　K．　Nambiar　of　the　Indian　Administrative

　　　　　　［196－？］－xxiv，543　P・：map；29　cm・　　　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，

編者　Tha皿ga，　L　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　Madras＆Pondicherry”．－Originally
　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，

　　　　　　North－East　Frontier　Agency　　　　　　　　　　　　　　1964－251　P．；29　cm．

所蔵　AMF－L－45（68）5400029376　　　　　　　　　編者　Nambiar，　P．　K．

　　　　　　※Library　has　also　printed　fOrm：　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pondicherry

i竃31＝艦R＝＿t－，所蔵鑑麟1＝＝

　　　　　　　1977　　　　　　　　　［0346］
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Household　economic　tables；Housing　and
叢書　Census　of　India，1961；v・25；Pondicherry；　　　　　establishment　tables；Scheduled　castes　tables

　　　　　　pt・1　　　　　　　　　　　　／PK．　Nambia・
注記　”RI〈・Nambiar　of　the　Indian　Administrat！ve　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operatlons，　　　　　　　1977

　　　　　　　M・d〔＆P・ndi・herr㌃Origin・lly　pub；shed：形態・mi。，。mm；35　mm

　　　　　　　：1’；ll＝鑑瓢lt隠gl；：7°4叢書：：瓢瓢欝と；仏25；P・ndi・herry

編者 ＝’篇蒜。nd。nt。fC。n・u・・P・・ati・n・，　隠nati－・’p・pu’ati・n・en・u・publ’・at’・ns：

　　　　　　　Mad・品＆P°ndiche「「y　　　　　注記・・RK．　N㎜bi。，。f　th。　Indi皿Ad㎡ni・t・ativ・

所蔵A≡L－45（69）5400？29384　　　　　S。Mce，　Sup。，int。nd。nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，
　　　　　　　※L・b・訂yh品al・・P・・nt・d飴・m・　　　　Mad，品㎝d　P。ndi，herry，，．－0・igi副y

　　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　publi，h。d、　D。1㎞・M郷g…fPubli・ati・n・，

［・344】　　　　　　　　　　1964－iii，353　P・・map；29　cm・
書名　General　population　tables；General　economic　編者　Nambiar，　P・K・　　　　　　　　　　．
　　　　　　　t。bl。，／RK．　Nambia・　　　　　　Indi・・Sup・hnt・nd・nt・f　C・n・us　Ope「at’°ns，

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　Maharashtra

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（69）5400029418

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

叢書C。n，u，。f　India，1961；v．25；P・ndi・h・・馴　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　　監i。霊鑑P。pul。ti。n，en，u，　publi。ati。n，、［・347】

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　General　report／C・R・Paul

注記　・RK．　Nambiar　of　the　India皿Administrative　出版　Wbodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　Service，　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　1977

　　　　　　　Madras＆Pondicherry－Originally　published：形態　　1　microfilm；35　mm

　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1964－495　p．叢書　Census　of　India，1961；v．26；Tripura；pt．

　　　　　　　：map；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1（i）

編者　Nambiar，　R　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Asia

　　　　　　　Madras＆Pondicherry　　　　　　　　　　　注記　’，　C．　R．　Paul，　Superintendent　of　Census

所蔵　AMFL－45（69）5400029392　　　　　　　　　　　　0perations，　Tripura”．－Originally　published：

　　　　　　　※LibraTy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1967－xx】dv，

　　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1046　p．：ill．，　maps；29　cm．
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編者　Paul，　C．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”C．R．　Paul，　Superintendent　of　Census

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　　　Operations，　Tripura，，．－Originally　published：

　　　　　　Madras＆Pondicherry　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1967－306，

所蔵　AMF－L45（70）5400029426　　　　　　　　　　　　vii　p・；28　cm・
　　　　　　※Ubrary　ha3　aユso　printed　fbrm：　　　　　　編者　Paul，　C・R・

　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tripura

［0348】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L45（71）5400029459
書名　Subsidiary　tables／C．R．　Paul　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld・61－12（1961）

　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　【0351］

叢書 豊・u・・fIndi叫196・；肌26；丑ip一酩罐㌶＝霊1’1≧1麟t芦’es

　　　　　　Int。mati。nal　p。pulati。n　cen、u、　publi，ati。品、　　C・R・Paul　　　　　．．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publlcatlons，

注記 誌器：謡㍗蒜蹴bli，h。d、形態惣。，。mm，ee1，；35mm

　　　　　　D。lhi、Manag・・。f　Publi，ati。n，，1967－viii，叢書C・n・u・・f　lndi・，1961；v・26・T・ipu・a／C・R・

　　　　　　678p．；29　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Paul；pt．3，5－A

編者 認蕊，，int。nd。nt。fC。n，u，。P。，ati。n亀　隠mati°na’p°pulat’°ncensuspub”cati°ns：

　　　　　　Tripura　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　”C・R・Paul・Superintendent　of　Census

所蔵　AMF－L45（71）5400029434　　　　　　　　　　　　0perations，　Tripura”・－Originally　published：

　　　　　　搬購）｛d　　　籔簾竃1議嶽㌫ll176

醤91

出版 ㌫　一・　…　，所蔵鷲1蕊t㌶：：　
形態1mi…mm；35　mm　　　　　　※Lib，a，y　has訓，。　P，int。蜘m、
館C・n・u・・fIndi・・1961；v・26；丑ipu・a；pt・2，　Ld．61．12（1961）

　　　　　　subpaエt（i）

　　　　　　Int・m・ti・nal　p・pu1・ti・n　cen・u・publi・ati・鵬・［0352】　　　・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Report　on　housing　and　establishments／C．R，

注記　”C．R．　Paul，　Superintendent　of　Census　　　　　　　paul

　　　　　　　Operations，　Tripura”・－Originally　published：　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1966－485，6　　　　1977

　　　　　　　P・；29cm・　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

編者　Paul，　C・R　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1961；v．26．Tripura／C．R．
　　　　　　　InCia・Sup・・int・nd・nt・f　C・㎎u・Op・・ati・n・，　　Paul；pt．4

　　　　　　　宜・pu・a　　　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u，　publi・ati・n・・

所蔵　AMF－L45（71）5400029442　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　・C．R．　Paul，　Superintendent　of　Census

　　　　　　　Ld・61－12（1961）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Operations，　Tripura，，．－Originally　published：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Delhi：Manager　of　Publications，1965－vii，

［03501　　　　　　　　　　　　186P．、ill．，　plan，；29・m．－In・e・t・d　in　Pt．3，
書名　Cultural　and　migration　tables／CR・Paul　　　　　5－A（after　p．176）．－Filmed　with：Household

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　economic　tables，　and，　Special　tables　fbr

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scheduled　castes　and　scheduled　tribes（Census

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　of　India，1961．　v．26，　Tripura；Pt．3．5－A）．

叢書　Census　of　India，1961；v．26．Tripura／C．R．編者　Paul，　C・R・
　　　　　　　Paul；pt．2，　subpaエt（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，

　　　　　　　International　Population　census　publications：　　　　　　　T「iPu「a

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－45（71）5400029475
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　　　　　　※Library　has　also　printed品rm：　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1、d．61－12（1961）　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

｛0353］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；pt．2

書名　General　population　tables／Jose　C．　Almeida　　　　　special

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　Originally　pubished：Delhi：Manager　of

叢書　Census　of　India，1961；v．27．Goa，　Daman　　　　　publications，1972－xii，200　P・・

　　　　　　and　Diu／Jo6e，　C．　Almeida；pt．2－A　　　　　編者　Sekhar，　Anantaramayyar　Chandra

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　　India．0冊ce　of　the　Registrat　Genera1＆

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Commissioner

注記　”Jose　C．　Almeida，　Superintendent　of　Census　所蔵　AMF－2（ii1971－1）5400040704

　　　　　　0perations，　Goa，　Daman＆Diu”ドOriginally　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　published：Delhi：Manager　of　Publications，　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　1966－ix，149　p．，［14］leaves　of　plates：maps；

　　　　　　29cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［03561

編者　Almeida，　Jose　C．　　　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables／A・Chandra

　　　　　　India．　Superintendent　of　Census　Operations，　　　　　　Sekhar

　　　　　　Goa　Daman　and　Diu　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L45（72）5400029483　　　　　　　　　　　　1993
　　　　　　AMF．L．43　5400029574　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser・1・India；pt・2－A

　　　　　　Ld．61－12（1961）　　　　　　　　Int・m・ti・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati°ns：
　　　　　　※L，ibraエy・s　copy　in　both　AMF－L43　and　　　　　　　Asia

　　　　　　AMFL45（72）　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　pubished：Delhi：Controller　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，［1975］－1982－2v．．一（iii）．

［03541　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Standa旺d　urban　areas．

書名　General　economic　tables；Social，　culturaユand　編者　Sekhaエ，　Anantaramayyar　Chandra

　　　　　　migration　tables；Housing　and　establishment　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrat　Genera1＆

　　　　　　tables；Subsidiary　tables／Jose　C．　Almeida　　　　　　Census　Commissioner

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　（i），（iii）：AMF－2（ii　1971－1）5400040712

　　　　　　1977　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

形態　　1micro丘1m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

叢書 壁膿’～；硫蕊＝㌦寳著7】U＿i＿y＿ab＿，t／AC＿、

　　　　　　Int。mati。n。l　p。pul。ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　S・kh・・　　　　　　．．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publlcatlons，

注記　，，Jose　C．　Almeida，　Superintendent　of　Census　　　　　1993

　　　　　　0p。・ati・n・，　G・a，　D・man＆Diu・．－0・iginally形態1mi…丘1m；35　mm　　　．

　　　　　　publi，h。d・D・lhi・M郷g…fPubli・ati・n・，蛙C・n・u・・f　Indi・・1971；・e・・1・Ind・a；pt・

　　　　　　｛1966？］－ix，555　P．；29・m．　　　　　　2－A（ii）
編者　Almeida，　Jose　C．　　　　　　　　　　　　　　　　　In；emational　PoPulation　census　Publications：

　　　　　　Indi。．　Sup。，int。nd。nt・f　C・n・u・OP・・ati・n・，　　A・・a

　　　　　　Goa　Daman　a皿d　Diu　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　pubished：Delhi：Controller　of

所蔵　AMF．L45（72）5400029491　　　　　　　　　　　　Publications・1974－xlvii，343　P・・

　　　　　　AMF．L43　5400029582　　　　　　　　　　編者　Sekhar，　Anantaramayyar　Chandra
　　　　　　※Ub，肛y』1、。　P，int。d飴，m，　　　　hdi・・0伍ce輌・R・理・t・at　Gene「訓＆

　　　　　　㌶認漂pyinb。thA＿43。nd所蔵＝艦；’°篇・・4・72・

　　　　　　AMF－L45（72）　　　　　　　　※互b・訂y　h品al・・P・int・d品・m・Ld・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61－12（1971）

　　　　　　＊一〈1971＞一＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　103581

［03551　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Generaユeconomic　tables／A．　Chandra　Sekhar

書名　All　India　census　tables（estimated丘om　one　per出版　Woodbridge，　Conn．：Researdl　Publications，

　　　　　　cent　sample　date）／A．　Chandra　Se㎞ar　　　　　　　　1993
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形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　India・1971；ser・1・’India；pt・2－B　叢書　　Census　of　India，1971；ser．1．India；pt．3．B

　　　　　　Int・mati・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・　　Int・m・ti・nal　p・pulati・n　cen，u，　publi，ati。n，、

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記0・i亘nally　pubi・h・d・D・lhi・C・nt・・11…f　注記O，igir　pubi，h。d，　D。lhi，C。nt，。ll。，。f

　　　　　　Publ・cati・n・，1977－1978－6v・・　　　　　Publi，ati。㎎，1976．1978－2v．．

縮S・kトa・，Anant・・amaWr・Ch㎝d・a　　瀦S。kh班，　An紐ta，ar訂Ch。nd，a
　　　　　　麗㌶麟鵠eglst「atGene「al＆　ぼ霊慧器・亘・t・atG・n・・al＆

所『‖、（㍑懸㍑認。＝：738　所蔵（i），（ii）・AMF2（ii・97L4）54…4・787

　　　　　　（iii），（iv）・AMF－2（ii1971．2）5400040746　　　※Ub・a・y　h翻・・P・int・d飴・m・Ld・

　　　　　　※nb，a，y　h品。1，。　P，int。d飴，m、　Ld．　　　61－12（1971）

　　　　　　撒認＿1，。P，int。d飴，m、　L己　1・362】

　　　　　　61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　書名　Housing　tables／A・Chandra　Sekhar

　　　　　　※Library　h品also　printed伽m：Ld．　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

馨習9】S。。－d。ultu，altabl。、／AChand，aS。kh。，叢書麗＝㌶li≧蕊；1霊

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　Asia

I⊇＝、＿、．h＿C注記難罐撫瓢1’鑑

注記麟ごlt二：二ご：編者撒i㌶＜㌫＆

編者

所蔵

騰聯ld＝4°761馨薯31㌶躍＝＝1／
【03601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　editing・H・L　Ha亘t，　N・G・Nag；consultant，

書名　Migration　tables／A．　Chandra　Sekhar　　　　　　　B・K　Roy　Burman

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　1993　　　　　　　　　’　　1993
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
叢書C・n・u・・fIndia，1971；・e・．1．India；pt．　叢書C・n・u・・f　lndi・，1971；・e・．1．M・n・9・aph

　　　　　　2－D（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series；pt・5・Ethnographic　study；no．1

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　注記　Originally　published：New　Delhi：OHice　of　the

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　RegistraエGeneraユ，India，　Ministry　of　Home

注記　Originally　pubished：Delhi：Controller　of　　　　　　A亀irs，1974－x，78　P．：ill．；21　cm．－

　　　　　　Publications，1979－iii，760　P．．　　　　　　　　　　　　　　　，，　Ethnographic　study　no．1：（no．170f　1961

編者　Sekhar，　AnantaエamayyaT　Chandra　　　　　　　　　series）’LT・P・・－Bibliography：P．78．

　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrat　General＆　　　編者　Singh，　H．　N．

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　Haエit，　H．　LI．

所蔵　AMF－2（ii1971－4）540004077g　　　　　　　　　　　Nag，　N．　G．

　　　　　　※L・ibrary　has　also　printed　fbrm：Ld．　　　　　　　　　Roy　Burman，　B・K・，1922－

　　　　　　61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Omce　of　the　Registrar　General

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－5）5400040829

【°361】　　　　　　　　　　※Lib，町h画、。　P，int。d品，m：
酩E・tabli・hm・nt　tabl・・／A・Ch㎝d・・S・kh鉦　　Ld．6・一・2（・971）

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0364】
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書名　The　Tiyaτ：ascheduled　caste　in　West　Bengal　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　／field　investigation　and　draft，　Nirmaユendu　　叢書　Census　of　India，1971；［ser・1・India・

　　　　　　Dutta；supplementary　investigation，　　　　　　　　　Monograph　series；pt．51

　　　　　　Pramatha　Ranjan　Haldar；editing，　N．　G．　Nag，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Sukumar　Sinha；consultant，　B．　K．　Roy　　　　　　　　Asia

　　　　　　Burman　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：0冊ce　of　the

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　Registrar　General，　India，　Ministry　of　Home

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Af】』irs，1980－xii，139，16．

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　Sah，　M．　L

叢書

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　所蔵　AMF－2（ii1971－5）5400040852

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed丘）rm：

注記　Originaユly　published：New　Delhi：0伍ce　of　the　　　　Ld・61－12（1971）

編者 麗㌶ユ霊e』Gene典　出版認；；db・idgらC・n皿・Resea・chPub’i・at’・n・，

所蔵AM三一2（ii1971’5）549°°4°837　　　注記0，i葭nally　pubi、h。d、　D。lhi・C・nt・・ll…f

　　　　　　　※五b・a・yh蝿・・P・mt・d飴「m：　　　　Publi。ati。n，，1979－vii，517　P．．

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　編者　Sekhaエ，　Anantaramayyar　Chandra

麗51K。，ag。、a，ch。dul。dt，ib。inKama　／6。ld農㌫㌶屡stratGener砿＆

　　　　　　　＝＝麟鷺＝t’n脇所蔵鑑認2・・＝＝im・
出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi・ati・n・，　Ld・61’12（1971）

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0368】

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Special　tables　fbr　scheduled　tribes／A・
叢書　　　Census　of　India，1971；ser．1．India・　　　　　　　　　　　　　Chandra　Sekhar

　　　　　　　Monograph　series；pt・5・Ethnographic　study出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　；no．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

注記　Originally　published：New　Delhi：Of丘ce　of　the形態　1micromm；35　mm
　　　　　　　Registrar　General，　India，　Ministry　of　Home　　叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；pt・

　　　　　　　A亀irs，［1975］一・αiv，82　P・・ill・・一”N・・22・f　　5－A（ii）

　　　　　　　1961series，，．－Bibliography：P・83・　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　Asia

　　　　　　　Census　Commissione「　　　　　　　　　　　注記　Originally　pubished：Delhi：Controller　of

　　　　　　　Nag，　N．　G．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1981－341　P．．

　　　　　　　Rqy　Burman，　B・K，1922一　　　　　　　　　編者　Se㎞ar，　Anantaramayyar　Chandra
　　　　　　　KoPPad，　K・B・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrat　Genera1＆

所蔵　AMF－2（ii1971－5）5400040845　　　　　　　　　　　Census　Commissioner
　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－5）5400040811

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

［0366】

書名　Ko㎞a，　a　s（加duled　tribe　in　Dadra　and　Nagar　【0369】

　　　　　　　Haveli／丘eld　investigation　and　draft，　M．L　　　書名　Kama㎞ya：atown　of　Assam／by　Mohan

　　　　　　　Sah；editing，　N．G．　Nag　　　　　　　　　　　　　　　　Sarma

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993
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形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Dapada：avillage　in　Dadra　and　NagaエHaveli
叢書　　Census　of　India，1971；v．1，　pt．6－B　　　　　　　　　／丘eld　investigation　and　draft・Ganesh　Dass・

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　M・L　Sah；丘eld　assistance，　K・P・Patel；

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　consultant，　B．K　Roy　Burman；editing，　K　D・

注記　Originally　published：New　Delhi：0伍ce　of　the　　　　Ballal

　　　　　　Registral　General，　India，　Ministry　of　Home　　出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，

　　　　　　A丑泣rs，1973－v，72　P．，7P．　of　plates：il1．；21　　　　　1993

　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

編者　Saエma，　Mohan　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser・1・India；pt・6－C
　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrar　General　　　　　　　　　・Village　survey　monograph（Socio－economic

所蔵　AMF－2（ii　1971－5）5400040860　　　　　　　　　　　su「vey）；mono9「aPh　no’2

　注記罵：1三：㌻器㌘：
［03701　　　　　　　　　　　　publi・ati・n・，1974－xv・29g　P・・ill・，　m・p・，
酩Glimp、e、。f　Su，at／by　I．R　D。，ai　　　　pl㎝・
出版W・・db・idg・，　C・　・R・・e　h　Publi・ati・n・，瀦 器；、°ぽ嘉霊』「Gene「a’＆
　　　　　　1993
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dass，　Ganesh

形態1mi…61m；35　mm　　　　　　　Sぬ，　M．　L．
叢書　　Census　of　IIldia，1971；Ser．1．India；Pt．6－B　　　　　　patel，　K．］p

　　　　　　；Paper　no・10f　1972　　　　　　　　　　　　　　　　　Roy　Burman，　B．　K．，1922－

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Ballal，　K．　D．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－6）5400040894

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　※Ubraly　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Publi・ati・n・・1972－9g　P・；21・m・　　　　Ld．61－12（1971）

編者　Desai，　Ishwarlal　Pragli

　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　　【03731

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　書名　　Degree　holders　and　technical　personnel／A．

所蔵　AMF－2（ii1971－5）5400040878　　　　　　　　　　　Chandra　Sekh訂

　　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

｛0371】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；pt．7

書名　City　of　Patna：astudy／by　Sachchidananda；　　　International　population　census　publications：

　　　　　　a8sisted　by　Ramesh　Prasad　Sinha，　Awadhesh　　　　　　Asia

　　　　　　Kumar　La1＆SaldaエDeona皿dan　Singh　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Publications，1974．

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sekhar，　AnantaramayyaエChandra

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆

叢書　　Census　of　India，1971；Ser．1．India；Pt．6－B　　　　　Census　Commissione「

　　　　　　　；Monograph　no．2　　　　　　　　　　　　所蔵　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－6）5400040902

　　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I、d，61－12（1971）

注記　Originally　published：Delhi：Controller
　　　　　　　Publications，1978－140　P．．　　　　　　　　　　　　［03741

編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　書名　Provisional　population　totaユs／A・Chandra

　　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　Sekhar

　　　　　　　Sachchidananda，1926　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Sinha，　Ramesh　P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

　　　　　　　Lal，　A．　K　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　　Singh，　SaエdaエDeonanda皿　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　1

所蔵　AMF－2（ii1971－5）5400040886　　　　　　　　　　　0f　1971

　　　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

［0372］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1971－2v．：ilL，　maps．
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編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　Gener品＆　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－59）5400043328

　　　　　　Census　Commissioner　　　　・　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Sekhaエ，　Anantaramayyar　Chandra　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵 蹴裟＝54°°°43294；習81灘一一一／RB

［0375】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

書名　　Final　population／A．　Chandra　Sekhar　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Conn，：Research　Publications，　形態　1micro61m　reel；35　mm
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　1

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　of　1975
叢書C。n，u，。f　India，1971；・e・．1．Indi・；P・p・・1　　1nt・・nati・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・ns：

　　　　　　of　1972　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1975－x）d，169　p．：ill．，　maps．

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　編者　India・0冊ce　of　the　Registrar　Genera1＆

　　　　　　Publications，1972－155　p．：ill．，　map．　　　　　　　　Census　Commissioner

編者　India．0冊ce　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　Chari，　R．　B．，1923－

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－59）5400043336

　　　　　　Sekhar，　Anantaramayyar　Chandra　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed丘）rm：

所蔵　AMF－2（ii1971－58）5400043302　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　鑑聯s°pr’nte　rm：　馨誓9】　t。bl。，／RB．Ch。，i

［03761　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（h　Publications，

書名　　Religion／A．　Chandra　Sekhar　　　　　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　形態　1micro61m　reel；35　mm
　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　1

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　of　1977
叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　2　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　　of　1972　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1977－41　p．：ill．．

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆

　　　　　　　Publications，1972－xv，110　p．：map．　　　　　　　　Census　Commissioner

編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　Chari，　R・B・，1923－

　　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－59）5400043344

　　　　　　　Sekhar，　Anantaramayyar　Chandra　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－58）5400043310　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Ld．61．12（1971）　　　　　　　［0380］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Fbrtility　tables，1971（based　on　l　per　cent

［0377】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sample）／R．　B．　Chari

書名　Economic　characteristics　of　population　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　（selected　tables）／A・Cha皿dra　Sekhaエ　　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　2

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　of　1977
叢書　Census　of　India，1971；Ser．1．India；paper　3　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　　of　1972　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1977－77　P・・

注記　Originally　published：Delhi：Manger　of　　　編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　Generaユ＆

　　　　　　　Publications，1972－vi，92　p．；28　cm．－　　　　　　　　Census　Commissioner

　　　　　　　，℃ensus　of　India　1972，’－T・P・・　　　　　　　　　　　　　　Chari，　R．　B．，1923一

編者　Sekhaエ，　AnantaramayyaエChandra　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－59）5400043351
　　　　　　　1ndia．　OHice　of　the　Registrar　General＆

　　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　【03811
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書名　Age　tables／R．　B．　Chaエi　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　1994

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　【0384】

叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　3書名　Report　on　centenarians／draft　by　R

　　　　　　of　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lakshmipathi；statistical　assistant，　Yadgir

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Reddy；scrutiny，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　1993

　　　　　　Publications，1977－213　P．．　　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm

編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh；pt．11（i）

　　　　　　Chari，　R．　B．，1923一　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

所蔵　AMF－2（ii　1971－59）540004336g　　　　　　　　　　Publications，1978．

　　　　　　※Library　ha8　aJso　printed　fbrm：　　　　　　編者　Lakshmipathi，　R

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reddy，　Yadgir

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reddy，　A．　Chandrasekhaエa

［0382】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prakash，　A．　R．　Jaya

書名　Fbmale　age　at　marriage：an　analysis　of　1971　　　　　Rao，　V．　Venugopal

　　　　　　census　data／R．　B．　Chari　　　　　　　　　　　　　　　　Vedantam，　T．

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　India・Of丘ce　of　the　Registrar　General＆

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Commissioner

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－9）5400041041

叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　4　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　of　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　International　population　census　publications：
　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO3851

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　書名　General　population　tables／T．　Vedantam

　　　　　　Publications，1977－40　P．．　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　India．　OHice　of　the　Registrar　General＆　　　　　　　1993

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Chari，　R・B・，1923一　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra

所蔵　AMF－2（ii　1971－59）5400043377　　　　　　　　　　　Pradesh；pt．2A

　　　　　　※Hbrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

【0383】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1972－vi，360　P．

酩Report　of　the　Expert　Co㎜ittee　on　　　　　：ilL，　maPs・
　　　　　　population　projections／PPadmanabha　　　編者　Vedantam，　T．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Andhra

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－6）5400040910

叢書　Census　of　India，1971；ser．1．India；paper　1　　　　※Libr訂y　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　of　1979　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・d・61－12（1971）

　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［03861

注記　Originally　published：New　Delhi：　　　　　　書名　Generaユeconomic　tables／T．　Vedantam

　　　　　　Demography　Division，0伍ce　of　the　Registrar　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　General　India，　Ministry　of　Home　AH渤rs；Delhi　　　　1993

　　　　　　：Contoroller，　Dept．　of　Publications，1979一　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　［203］P・・　　　　　　　　叢書C・n・u，。f　Indi。，1971；，e，．2．Andh，a
編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　Gener｛d＆　　　　　　　Pradesh；pt．2B

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　India（Republic）．　Expert　Committee　on　　　　　　　　Asia

　　　　　　PoPulation　Projections　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　P記m㎝・bha，　R　　　　　　　　publi・ati・n・，　G・vt．。f　Indi。，1979－iU，1180
所蔵　AM早2（ii1971－59）5400043385　　　　　　　　　　　p．．



148

編者　Vedantam，　T．　　　　　　　　　　　　　　編者　Vedantam，　T．
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Andhra　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Andhra

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh

所蔵　AMF－2（ii1971－7）5400040928　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－7）5400040951
　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

［0387】　　　　　　　　　　［03901
書名　Social　a皿d　cultural　tables，　and，　Special　tables　書名　Establishment　tables／T・Veda皿tam

　　　　　　on　scheduled　castes　and　scheduled　tribes／T．　出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications・

　　　　　　Vedantam　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser・2・Andhra

形態1血，，。mm；35　mm　　　　　　　p・ad・・h．；pt・3B　．　　　．．
描C。n、u，。f　India，・97・；、e，．2．Andh，a　　　In；・matl・nal　p・pul・t1・n　census　publ’cat’°ns：

注記 8＝漂＝＝㌶P．編者 麟C▲・fC・n・u・・P・・ati－Andh・a

編者

鷲』一・－And㎞所蔵＝認．。＝㌫
所蔵AMF－2（ii・971．7）54…4・936　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　10391】

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　Housing　repor　a皿d　tables／T．　Vedantam

［・388】　　　　　　出版撫db「’dge・C°　：Resea「ch　Publ’cat’°ns’
書名S・・i・land・ultu・al　t・bl・・and飴・tility　t・bl・・／形態、mi。，。mm，eel；35　mm

　　　　　　T・Wd皿tam　　　　．．　叢書C。n、u、。f　India，・971；、e，．2．Andh・a
出版　Woodbrldge，　Conn・：Research　Publlcatlons，　　　　Pradesh；pt．4

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　1nt。，nati。n。l　p。pul。ti・n・en・u・publi・ati・n・・

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
叢書　Census　of　India，1971；ser・2・Andhra　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　霊蕊i霊麟ti。ncen、u，publi，ati・n・・　：u懸t竺慧隠ii二il隠974－v，16ち”

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Vbdantam，　T．
注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Andhra

　　　　　　of　Publications，　Govt・of　India，1980－x，336　　　　　　Pradesh

　　　　　　P’°　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－8）5400040977
編者　Vedantam，　T・　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　Indi・・Di・ect…fC・n・u・OP・・ati・n・，　Andh・a　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Pradesh

所蔵　AMF－2（ii1971－7）5400040944　　　　　　　　｛0392】
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　皿）wn　directory／T．　Vedantam

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

【0389】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

書名　Migration　tables／T・V6dantam　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Pradesh；pt．6A
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　Asia
叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Pradesh；pt．2D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　hldia，1978－x，260，

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications：　　　　　cxlviii　p．：maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Vedantam，　T．
注記　OriginaJly　published：Delhi：Controller　of　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Andhra

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－vii，823　p．．　　　　　Pradesh
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所蔵　AMF－2（ii1971－8）5400040985　　　　　　　　書名　Village　re－study　of

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　form：　　　　　　　　　　Panchalamaエri（Madanapalle　Taluk，　Chittoor

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　District）／field　investigation＆｛irst　draft　by

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V．V．　Narasimha　Rao；tabulation＆scrutiny，

103931　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Purnachandra　Rao；supervision＆guidance，

書名　　Tbwn　study　of　Bhongir（Nalgonda　district）／　　　　　　A．　R．　Jaya　Prakash；editor，　T．　Vbdantam

　　　　　　draft，　Purnachandra　Rao，；supervision＆　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　guidance，　A．　R．　Jaya　Praぬsh；editor，　T．　　　　　　　1993

　　　　　　Vedantam　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　P・ad・・h；pt．6C（i）
形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra　　　　　　　Asia

　　　　　　Pradesh；pt・6B（i）　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller
　　　　　　Int・mati・na1　P・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　。f　Publi。ati。n。，　G。vt．。f　India，1976－，㎜，

　　　　　　A・ia　　　　　　　　　　　182　P．・ill．・map・．－Errat・，lip　inse，t・d．
注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　男ll書名Special　survey　reports　on　restudy　villages：

　　　　　　of　Publications，　Govt・of　India，1976－liii，447　　　　　Panchalamarri

別酩§㍊繊二隠：’‡＝ごn、、編者㍑蹴。fC。n、u、。P。，ati。｛h，a

　　　　　　Bhongir　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh

編者　Vedantam，　T・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rao，　V．　V．　Narasimha

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Andhra　　　　　Rao，　Purnachandra

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pra㎏sh，　A．　R．　Jaya

　　　　　　Rao，　Purnachandra　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF2（ii1971．8）5400041017

　　　　　　P「』hl．A・RJ・y・　　　　　　※Ub，町h⊇，。　p，int。d㊤，m：
所蔵AMF－2（・11971－8）540°°4°993　　　　Ld．6・，・2（・97・）
　　　　　　※ribrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［03961

［・3941　　．　　．書名と㍑。麟瓢鑑㍑蹴：盟驚
酩

出版 X；；db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，雛隠：罐；㌶。L　2．Andh，a

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　pradesh．；pt・6C（ii）．　　　　　　．　．

叢書

注記 ＝＝慧｝＝li1；＝；1・別書名鑑㌫器1ect。dvillag。，、Unag。tla

　　　　　　542P．：ill．．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Vedantam，　T・

別書名Special　survey　reports　on　selected　towns：　　　　　　India・Director　of　Census　Operations・Andhra

　　　　　　Kakinada　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pradesh

編者 ㍑麟，。fC。n，u、。P。，ati｛dh，、　1；：㌫㍑霊ha

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－8）5400041025

　　　　　　Rao，　V．　V．　Narasimha　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Rao，　Purnacha皿dra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I・d・61－12（1971）

所蔵㌫篭霊8晋4。。。4、。。9　　［・3971
　　　　　　　※Lib，a，y　h⊇，。　P，int。d㊤，m：　　書名Admini・t・ativ・atl品／T・Wd・nt㎜

　　　　　　Ld．61．12（1971）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

［03951　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm　ree1；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．2．Andhra　　　　編者　Saikia，　A．　K．
　　　　　　Pradesh；pt．9A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Assam

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－9）5400041074

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－ix，530　p．

　　　　　　、ill．，　map・．　　　　　　　　［0401】
編者　Vedantam，　T．　　　　　　　　　　　　　　　書名　Migration　tables／N．　K．　Choudhury

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Andhra　出版　Woodbridge，　Conn．：Researdl　Publications，

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

所蔵　AMF－2（ii1971－9）5400041033　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．3．Assam；pt．2D

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Int・m・ti・n・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

【0398】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
書名　General　report／K．　S．　Dey　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［1980］－477　P・・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Choudhury，　N．　K．

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Assam

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－10）5400041082
叢書　Census　of　India，1971；ser．3．Assam；pt・1A　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　lO4021
　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－v，118，1i　書名　Housing　report　and　tables／A．　K．　Saikia

　　　　　　P．：ill・．　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Dey，　K．　S．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993
　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Assam　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

所蔵　AMF－2（ii1971－9）5400041058　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．3．Assam；pt．4
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

［0399】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－xxiv，62，

書名　General　population　tables／A．　K．　Saikia　　　　　　xvii　p．：ill．，　maps．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Saikia，　A．　K．

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Assam

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－10）5400041090
叢書　Census　of　India，1971；ser．3．Assam；pt・2A　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　［0403】

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1972－xxii，212，　書名　　Tbwn　directory／A．　K　Saikia

　　　　　　lxviii　p．：ill．，　maps．　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（血Publications，

編者　Saikia，　A．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993
　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Assam　形態　　1　micro田m　reel；35　mm

所蔵　AMF－2（ii1971－9）5400041066　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser・3・Assam；pt・6A
　　　　　　　※Library　has　also　printed五）rm：　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

［0400］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1974－xxi，144

書名　Social　and　cultural　tables／A．　K　Saikia　　　　　　p．：maps．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Saikia，　A．1（．

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Assam

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－10）5400041108

叢書　Census　of　India，1971；ser．3．Assam；pt・2C　　　　※五braly　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　lO4041
　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1976－11981】－2v．．書名　　Census　atla8／N．　K　Choudhury
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出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．2C

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser．3．Assam；pt．9　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Publications，　Govt・of　India，1978－1981－2v・・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Errata　slip　inserted．

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　編者　Das，　B．　L．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1981－257　P．：　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Bihar

　　　　　　ill，　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii　1971－11）5400041157

編者　Choudhury，　N．　K　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Assam　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－10）5400041116
　　　　　　※Ub，a，y　h品al，。　P，int。d品，m、　　　［04081

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　Migration　tables／B・LDas

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

【04051　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

書名　General　population　tables／A．　K．　Sajkia　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaπch　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihaエ；pt．2D

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．2A　注記　Originally　published：Delhi：F・Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　1980－943　P・・－Errata　slip　inserted・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Das，　B．　L．

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Bihar

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1976－1979－2v．　所蔵　AMF－2（ii　1971－11）5400041165

　　　　　　：maps・－Pt・2A（supPl・）・Standard　urban　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　areas・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

編者　Das，　B．　L．

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Bihar　　［040gl

所蔵　［textl，　supPl．：AMF－2（ii1971－10）5400041124　書名　Report　on　establishments　a皿d　subsidiary

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　tables　on　establishment　tables／B・LDas

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

［0406】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro狙m　reel；35　mm

書名　Generaユeconomic　tables／B・L・Das　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．3A

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

形態　2micro丘lm　reels；35　mm　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihaエ；pt．2B　　　　publications，1977－610　P．・－Errata　slip

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　inserted・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Das，　B．　L．

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Bihar

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－1980－3v．．所蔵　AMF－2（ii1971－11）5400041173

編者　Das，　B．　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※LibraTy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Bihar　　　　　　L、d．61－12（1971）

所蔵　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－10）5400041132

　　　　　　（iii）：AMF－2（ii1971－11）5400041140　　　　　［0410】

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Establishment　tables／B・LDas

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　1993

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．3B

［04071　　　　　　　　　　　　1nt。mati。nal　p。pulati。n　cen，u，　publi。ati。n。，
書名　Social　a皿d　cultural　tables／B．　L．　Das　　　　　　　　Asia

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，1973－488　p．．－Errata　slip

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　inserted．
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編者　Das，　B．　L　　　　　　　　　　　　　　　　　【04141

　　　　　　1ndia・Director　of　Census　Operations，　Bihar　　書名　　Administrative　atlas（Bhagalpur　and

所蔵　AMF－2（ii1971－12）5400041181　　　　　　　　　　Chotanagpur　Divisions）／B．　L．　Das

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro田m　ree1；35　mm

【04111　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．

書名　　Housing　report　and　tables／B・L・Das　　　　　　　　　gA（ii）

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．4　　　　　Publications，1977－1v・（various　pagings）：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Das，　B．　L．

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Bihar

　　　　　　Publications，1973－111　p．．－Errata　slip　　　所蔵　AMF－2（ii1971－12）5400041231

　　　　　　inserted．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※L、ibrary　has　also　printed　fbrm：

編者　Das，　B．　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Bihar

所蔵　AMF－2（ii1971－12）5400041199　　　　　　　［04151

　　　　　　※Library　has　also　printed　Ibrm：　　　　　　書名　General　report／C・C・Doctor

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Researdl　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

【0412】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm
書名　Special　tables　fbr　scheduled　castes　and　　　　叢書　Census　of　India，1971；seL　5・Gujarat；pt・

　　　　　　scheduled　tribes／B．1、．　Das　　　　　　　　　　　　　　　IA

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

叢書　Census　of　India，1971；ser．4．Bihar；pt．5A　　　　publications・Govt・of　India・1980－xi，261　P・

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　：maps・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Doctor，　C．　C．，1g25．

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Gujarat

　　　　　　Publication8，1980－493　P．：i11．，　maps．一　　　所蔵　AMF－2（ii1971－13）5400041249

　　　　　　Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Das，　B．　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

所蔵盟鑑蒜C＝書t’°nSB’har麗6］G。n。，alp。pul。ti－t。bl。，／＿。。t。，

　　　　　　霊罐聯）als°P「1nted品「m：　出版撫db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

104131　　　　　　　　　　形態1mi…丘lm・eel；35　mm
書名　Tbwn　directory／B．　L．　Das　　　　　　　　　叢書　Census　of　India・1971；seL　5・GUjarat；pt・

出版 ㍑ldb・idg⌒・R・・ea・chPubli・ati・n・，　曇。mati。nalp。pul。ti。ncen、u，publ－，・

所蔵　AMF－2（ii1971－12）5400041215　　　　　　　［04171

　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　Generaユpopulation　tables（Standard　Urban

　　　　　　I、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Areas）／C．　C．　Doctor
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．5．Gujarat；pt．

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2D

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Interna▲ional　population　census　publications：

叢書　　Census　of　India，1971；ser．5．Guj　arat；pt．　　　　　　Asia

　　　　　　2A　supPl．　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Publications，　Govt・of　India，｛1979］－2v．．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Doctor，　C．　C．，1925一

注記　Originally　published：Delhi：ControUer　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Gujarat

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－63　p．：　　所蔵　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－14）5400041298

　　　　　　maps・－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　lbrm：

編者　Doctor，　C．　C．，1925－　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Guj　arat

所蔵　AMF－2（ii1971－13）5400041264　　　　　　　［04211

　　　　　　※hbrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　書名　Establishment　report／C・C．　Doctor

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

［04181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

書名　General　economic　tables／C・C・Doctor　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．5．Gujaエat；pt．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　3A
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser．5．Gujarat；pt．　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　2B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－xvi，118

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　　　P．：ill．．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Doctor，　C．　C．，1925一

注記　　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Gujarat

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－11978］－3v．．所蔵　AMF－2（ii1971－14）5400041306

　　　　　　－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Doctor，　C．　C．，1925－　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Gujarat

所蔵　（i）一（iii）：AMF－2（ii　1971－13）5400041272　　　［04221

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Establishment　tables／C．　C．　Doctor

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

｛041gl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm
書名　Social　a皿d　cultural　tables／C・C・Doctor　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．5．Guj　aエat；pt．

出版　『Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　3B

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser．5．Guj　arat；・pt．　注記　OriginaJly　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　2C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－v，907　p．．

　　　　　　International　population　census　publications：　編者　Doctor，　C．　C．，1925－

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Gujarat

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　所蔵　AMF－2（ii1971－14）5400041314

　　　　　　Publi・ati・n・，　G・wt・・f　India，1976－119781－2v・・　※Lib・a，y　h一，。　P，int，d飴，m，

　　　　　　－Errata・lip　in・e・t・d・　　　　　　　Ld．61－12（1971）
編者　Doctor，　C．　C．，1925－

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Gujarat　［04231

所蔵　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－14）5400041280　　　書名　Housing　report，　housing　tables　and　subsidiaエy

　　　　　　※五brary　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　tables／C．　C．　Doctor

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

［04201　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m　reel；35　mm

書名　Migration　tables／C・C・Doctor　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．5．Gujaエat；pt．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　4A＆B
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1974－ix，122　p．　　　　　1、d．61－12（1971）

編者＝㌫麗s”p’nse「te己　［輌

　　　　　　1993　　　　　　　　　　1nt。，nati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi・ati・n・・

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser・5・Gujarat；pt・9　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　Publi。ati。n，，　G。vt．。f　Indi・，1974－77　P．・

　　　　　　Asia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maps・

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　編者　Chauhan，1．　E．　N．

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，［1977ト308　P・：　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana

　　　　　　maps・－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－15）5400041363

編者　Chhaya・R・S・，1926－　　　　　　　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Gujarat　　　　　I、d．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－15）5400041330
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　【0428】

　　　　　　Ld．61．12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Economic　tables／Ardaman　Singh

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

［04251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

書名　Administrative　atlas／C．　C．　Doctor　　　　　形態　　1　micro田m　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser・6・Haryana；pt・

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2B

館C。n，u・・f　Indi・，197・；・e・．5．G司・・at；pt．　　In；・・nati・nal　p・pulati・n　cen・u・publicati°ns：

　　　　　　9A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ASIa

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　publications，　Govt・of　India，［19771－46g　P・：

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　ill・・　　　．

　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1972－1　　　　編者　Ar“am三Smgh　　　　　　　．

　　　　　　　v．（va，i。u・p。衷ng・）・ill．，　m・p・．－Errat・・lip　　Ind・a・D・rect…fC・n・u・OP・・at1・n・，　Ha「yana

　　　　　　　inserted．　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－15）5400041371

編者　Doctor，　C．　C．，1925．　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Indi。．　Di，ect。，。f（主n，u，　Op。，ati。n。，　Gψ・at　　Ld・61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－15）5400041348　　　　　　　［042gl

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Social　and　cultural　tables，＆，　Special　tables　on

　　　　　　　I・d・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scheduled　castes　and　scheduled　tribes／

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ardaman　Singh

【04261　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　General　population　tables／1・E・N・Chauhan　　　　1993

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　形態　1micro61m　reel；35　mm

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．6．Harya皿a；pt．

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　2C（i）＆5A

叢書　Census　of　India，1971；ser．6．Haryana；pt．　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　2A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，｛1976］－161　P・：

注記　Originally　published：Delhi：Ma皿ager　of　　　　　　maps．

　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－vi，16g　P・編者　Ardaman　Singh

　　　　　　　：ill．．－Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana

編者　Chauhan，1．　E．　N．　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041389
　　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Haryana　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－15）5400041355　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
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10430｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

書名　Social　and　cultural　tables／Ardaman　Singh　　叢書　Census　of　India，1971；ser．6．Haryana；pt．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　3B
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser．6．Haryana；pt．　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　2C（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications・Govt・of　India・［19741－v，348　P・

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　：map．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Chauhan，1．　E．　N．

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－159　p．：　所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041421

　　　　　　ill・，　maPs・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Ardaman　Singh　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haエyana

所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041397　　　　　　　［04341

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fom：　　　　　　　書名　　Housing　report　and　tables／1．　E．　N　Chauhan

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

｛04311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm
書名　Migration　tables／Ardaman　Singh　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．6．Haryana；pt．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　4A
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India・1971；ser・6・Haryana；pt・　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　2D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　publications，　Govt．　of　India，［1974F　viii，176

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　P，：il1．，　maps．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Chauhan，1．　E．　A．

注記　Originally　pub畑hed：Delhi：Controller　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana

　　　　　　Publications’Govt’of　India’［19771－282　P’：　所蔵　AMF－2（ii　1971－16）540004143g

編者 鶯＝＿。＿＿y一瓢鑑）輌’n　
所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041405　　　　　　　［04351

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Tbwn　directory／1．　E．　N．　Chauha皿

　　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993
［04321

書名　Establishment　report／Ardaman　Singh　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser・6・Haryana；pt・

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6A

会＝蹴6・一；pt注記竃：二二二㌘：
　　　　　　　Int。m。ti。nal　p。pul。ti。n　cen，u，　publi，ati。n，、　　Publi・ati・n・，　G・vt・・f　India，［1972】－71　P・・

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　maps・

注記　OriginaUy　published：Delhi：Controller　of　　編者　Chauhan，1・E・A・
　　　　　　　Publi。ati。n，，　G・vt．・f　lndi・，11979〕－v，9g　P．・　India・Di・ect…fC・n・u・Op・・ati・n・，　Ha「yana

　　　　　　　ill．，　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041447

編者　Ardaman　Singh　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　pTinted　fbrm：
　　　　　　　India　Director　of　Census　Operations，　Haryana　　　　　Ld・61－12（1971）

所蔵 蕊嘉㌶。＝器：　【・4361
　　　　　　　－2（・971）　　　　書名麗麟：1瓢L㍊盟璃頴E
［0433｝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N．Chauhan＆Ardaman　Singh

書名　Establishment　tables／1．　E．　N．　Chauhan　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1microfilm　reel；35　mm
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囎 謝・・fInd’隅1971；seL　6・Ha「yana；Pd記麗蒜謬：瓢＝溜ぽ゜！ilL，

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　maps・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ataエa　Singha，1932一
注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　Pubhcations，［1978］－xi，198　p．：ill．，　maps．　　　　　　HImachaユPradsh

編者　Lakhanpal，　Kul　Bhushan　　　　　　　　　　所蔵　A，　S：AMF－2（ii1971－17）5400041488

　　　　　　Chauhan，1．　E．　N．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ardaman　Singh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana

所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041454　　　　　　　［0440】
　　　　　　※Libraエy　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　General　population　tables／Attar　Singh

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

［0437】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m　reel；35　mm

書名　Administrative　atlas／1・E・N・Chauhan　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．7．Himachal

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Pradesh；pt．2－A
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia
叢書　Census　of　India，1971；ser．6．Haエyana；pt．　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　9A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－xxii，190

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　P・：ill・，　maps・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ataエa　Singha，1932一
注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　Publications，［1974ト162　p．：maps．　　　　　　　　　Himachal　Pradsh

編者　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana所蔵　AMF－2（ii1971－17）5400041496

　　　　　　Chauhan，1．　E．　N．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041462　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61．12（1971）　　　　　　【04411
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Economic　tables／Attar　Singh

lO4381　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

書名　Census　atlas／Ardaman　Singh　　　　　　　　　　1993
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro61m　reel；35　mm

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．7．Himachaユ

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Pradesh；pt．2－B
叢書C。n，u，。f　Indi。，1971；・e・．6．Ha・yana；pt．　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・ns：

　　　　　　　9B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　注記　Originally　published：［Delhi：Controller　of

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980］－v，465　p．：

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　map．

　　　　　　　Publications，［1978］－272　p．：maps．　　　　　編者　Ataエa　Singha，1932一

編者　Ardaman　Singh　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Haryana　　　　Himachal　Pradsh

所蔵　AMF－2（ii1971－16）5400041470　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－17）5400041504
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

［0439】　　　　　　　　　　［0442】
書名　General　report／AttaエSingh　　　　　　　　書名　Social　and　cultural　tables／Attar　Singh

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．7．Himachal　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．7．Himachal

　　　　　　Pradesh；pt．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh；pt．2－C　　　　　　　　　　　　　．

　　　　　　Int。m。ti。瓢P・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・　　Int・・nati・n・l　p・pulati・n　cen・u・publi・at・・n・・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originany　published：Delhi：Controller　of　　注記　OriginaJly　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－1979－2v．　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－iii，164　p．

　　　　　　：map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ill．，　maps．

編者　Atara　Singha，1932一　　　　　　　　　　　　編者　Atara　Singha，1932－
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　Himachal　Pradsh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradsh

所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－17）5400041512　　　所蔵　AMF－2（ii1971－18）5400041546

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

10443】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0446］

書名　Migration　tables／AttaT　Singh　　　　　　　書名　Special　tables　on　scheduled　castes　and

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　scheduled　tribes／AttaエSingh

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1993

叢書C。n、u，。f　Indi。，・971；，e，．7．Him。。h。1　形態1mi…丘lm・eel；35　mm

　　　　　　P，ad。，h；pt．2．D　　　　　　叢書C・n・u・・f　India，1971；・e・・7・Him・・h・l
　　　　　　Int・m・ti・nal　p・pul・ti。n　cen・u，　publi，ati。n、、　　P・ad・・h；pt・5－A

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記0，ゆally　publ拍h。d、　D。lhi，C。nt，。ll。，。f　　A・i・

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－x，393　P．．注記　Originally　published：Del□：Controller　of

編者　Atara　Singha，1932，　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt・of　Indla，1979－vi，184　P・

　　　　　　㍑。器無C・n・u・°p・・at’・nS　瀦～隠Singh砲・93多

所蔵AMF2（ii・97L・7）54…4・52・　　　霊豊。麗㌶Census°pe「ati°ns，

　　　　　　罐麟）a’s°⌒「㎜　所蔵念麟麟。＝盟

104441　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）
酩8・tabli・hm・nts　rep・・t　and　t・bl・・／Att・・　［・4471

　　　　　　Slngh．　　　　　．　　酩』n　di，ect。，y／Att訂Singh
出r；db「’dgらC°　：R　chPub”cat’°ns’出版撫db・idgqC・…・R・…・hPubli・ati・n・・

形態1mi…61m・eel；35　mm　　　　形態1mi。，。61m，eel；35　mm
絡C・n・u・・f桓dia，1971；記・・7・Hima・h・1　叢書C。n，u，。f　hdi。，1971；，e，．7．Him。。h。l

　　　　　　P「ad・・h．；pt・3　．　　．．　　　P，ad。，h；pt．6．A
　　　　　　隠nat1°nalp°pulat’°ncensuspub”cat’°ns：　隠nai・na’p・pu’ati・ncen・u・pub’i・ati・n・・

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publi・ati・n・，　G・vt・・f　India，1977－341　P・・　　Publi・ati・n・，　G・vt．・f　India，［19761－65　P．・

　　　　　　map・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill．，　maps．

編者　Atara　Singha，1932一　　　　　　　　　　　　編者　Atara　Singha，1932．

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　Himachal　Pradsh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Himachal　Pradsh

所蔵　AMF－2（ii1971－18）5400041538　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－18）5400041561

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

［04451　　　　　　　　　　　｛04481
書名　Housing　report　and　tables／Attar　Singh　　　書名　General　population　tables／J．　N．　Zutshi

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaπch　Publications，　出版　Wioodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1micromm　r㏄1；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．7．Him㏄hal　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．8．Jammu＆

　　　　　　Pradesh；pt．4－A＆B　　　，　　　　　　　　　　　　　　Kashmir；pt．2－A

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　編者　　Zutshi，　J．　N．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－iii，206　p．　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Jammu

　　　　　　：ill．，　maps．－Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　　and　Kshmir

編者　Zutshi，　J．　N．　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－19）5400041603

　　　　　　1ndia・Director　of　Census　Operations，　Jammu　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　and　Kshmir　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－18）5400041579
　　　　　　※hbrary　has　also　printed　Ibrm：　　　　　　　　［04521

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　書名　Establishments　report＆tables／J．　N．　Zutshi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

［0449】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

書名　Economic　tables／J・N・Zutshi　　　　　　　形態　1micro61m　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．8．Jammu＆

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kashmir；pt．3

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　Census　of　India，1971；ser．8．Jammu＆　　　　　　Asia

　　　　　　Kashmir；pt・2－B　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1972－iv，702　P．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：ill．．

注記　Orig！nal！y　published：Del皇i：Control□r　of　　編者　Zutshi，　J．　N．

　　　　　　Publlcat1・n・，　G・vt・・f　Ind・a，1975－v…73g　P・・　　India．　Di，ect。，。f　C。n，u，　OP，，ati・n・，　Jammu

編者　Zutshi，　J．　N．　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Kshmir
　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Jammu　所蔵　AMF－2（ii1971－19）5400041611

　　　　　　and　KsEmi「　　　　　　　　※Ub，a，y　has　al、。　P，int。dわ，m・
所蔵　AMF－2（li1971－18）5400041587　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　［04531

麗゜1。＿鋤＿b＿tility富鰯＝二謡鑑，
　　　　　　tables

出版 撫db・id㏄C・…・R・・earchPubli・ati・n・，鷲＝漂蕊；、霊L　8．」。mmu＆

裟響灘議靴三㌫：湖翼鷲念㌶㌶：㍗：
　　　　　　A，i。　　　　　　　　　　　　publ・cat・・n・，　G・vt・・f　Indla，1972－・v，155　P・
注記0，igin泣ly　publi，h。d、　D。lhi、C。nt・・ll…f　　：ill・，　map・

　　　　　　and　Kshmir　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－19）5400041629

所蔵　AMF－2（ii1971－18）5400041595　　　　　　　　　　※nbraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Lib，a，y　hバ，。　P，int。d飴・m・　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　1、d．61－12（1971）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104541

［04511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Special　survey　reports　on　selected　towns：

書名　Migration　tables／J．　N．　Zutshi　　　　　　　　　　Bandipore／editor，　Abdul　Gani

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．8．Jammu＆　　　叢書　Census　of　India，1971；ser・8・Jammu＆

　　　　　　Kashmir；pt．2－D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kashmir；pt．6B
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1976－vii，360　p．．　　　　Publications，1979－447　p．：ill．，　map．
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編者　Gani，　Abdul　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－20）5400041660

　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Jammu　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　and　Kshmir　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－19）5400041637
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　［04581

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　Social　and　cultural　tables／K．　Narayanan

［・455】　　　　　　　出版盟db「idge，　C°nn・：Resea「ch　Publ’cat’°ns・

酩Admini・t・ativ・at』／J・N・Zut・hi．　　形態・mi，，。61m，eel；35　mm
出版 認；；db「idgらC：Rese肛chPub”cat’°ns’叢書霊・u・・fInd醐・；・eL　9・K・・al・；P七

1響と蒜謝蕊；㌶。L　8．J。mmu＆　麗nati・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

鞭㌫一〔・一・注記ぎ鍮議竃櫨・＝
注記

編者　Zutshi，　J．　N．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※互braxy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Indi。．　Di，ect。，。f　C。n，u、　OP。，ati。n，，　J。mmu　　Ld・61－12（1971）

所蔵 ㌶欝㍑＝　寳讐9】Mi　irn＿／K＿．．
　　　　　　凪61－12（・97・）　　　　出版撫db「’dge，　C°nn・：Resea「ch　Publlcat1°ns，

p456】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm
書名　General　population　tables／K．　Narayanan　　叢書　Census　of　India，1971；ser．9．Kerala；pt．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　2－D
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書　Census　of　India，1971；ser．9．Kerala；pt．　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt、　of　India，1980－iii，692　p．

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　：map．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Narayanan，　K．（Krishnaswamy），1925一

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Kerala

　　　　　　Publications，　Govt・of　India・1972－242　P・・一　所蔵　AMF－2（ii1971－20）5400041686

　　　　　　Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Narayanan・K・（Krishna8wamy），1925－　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Kerala

所蔵　AMF－2（ii1971－19）5400041652　　　　　　　【0460】

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　Report　and　tables　on　establishments／K．

　　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Narayanan

［・457】　　　　　　　出版撫db「’dge，　C°　：Rese蜘Pub”cat’°ns・
酩E・・n・m！・t・bl・・／K・N肛ayanan．．　形態、mi。，。61m，eel；35　mm
出版 撫db「1dge，　C°nn・：Res　ch　Pub”cat1°ns，叢書C・n・u・・fIndi・，・971；・eL　9．K・・al・；pt．3

形態・micr・丘lm・eel；35　mm　　　　塁霊nat’°nal　p°pu’at’°n　census　pub”cat’°ns：

館 器sus°fInd’a・1971；se「・9・Ke「ala；pt・注記・・igin訓ly　publi・h・d・D・lhi・C・nt・・ll…f

　　　　　　　麗nati・nalp・pul・ti－cen・u・publi・ati・一　：u；詣驚r°隠麟隠217346

注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　編者　Na［ayan÷n・K（Krishnaswamy）・｝925－

　　　　　　　。f　Publi，ati。n，，　G。枕．。f　India，1977－2v．、　　Ind・a・D・rect…fC・n・u・OP・・at・・n・，　K・・al・

　　　　　　　map．＿Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－20）5400041694

編者　Narayanan，　K．（Krishnaswamy），1925－　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　India　Director　of　Census　Operations，　Kerala　　　　　　I・d・61－12（1971）
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【0461】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Special　survey　reports　on　selected　towns

書名　Housing　report　and　tables／K．・Naエayanan　　　　　　Shoranur／M・A・Koshy

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．9．Keraユa；pt．4　叢書　Census　of　India，1971；ser・9・Kerala；pt・

　　　　　　IntemationaユPopulation　census　publications：　　　　　　6－B

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Asia

　　　　　　漂＝1＝麟㍊73－114P：注記8麟搬ぽ；：蹴霊霊
編者　Narayanan，　K．（Krishna3wamy），1925一　　　　編者　Naエayana皿，　K・（Krishnaswamy），1925－

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Kerala　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Kerala

所蔵　AMF－2（ii1971－21）5400041702　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－21）5400041736

　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　※Library　ha3　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

【0462】　　　　　　　　　　【0465】
書名　Special　tables　fbr　scheduled　castes　and　　　　書名　General　population　tables／A・KPandya

　　　　　　scheduled　tribes／K．　Narayanan　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．10．Madhya

叢書 ㌫・u・・fInd’隅1971；・eL　9・Ke「a’a；P七　＝i：：li齢ul。ti。ncen、u，publi，ati。n，，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　publications，　Govt・of　India，1974－50g　P・・－

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－v，176　P．：　　　　　Errata　slip　inserted・

　　　　　　maps．－Errata　slip　inserted．　　　　　　　　編者　Pandya，　A．　K．

編者　Narayanan，　K．（Krishnaswamy），1925－　　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Madhya

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Kerala　　　　　　pradesh

所蔵　AMF－2（ii1971－21）5400041710　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－21）5400041744
　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

10463】　　　　　　　　　　10466】
書名　Ethnographic　notes　on　scheduled　tribes（Hill　書名　General　population　tables（Standard　Urban

　　　　　　Pul・ya，　Mal・i　Vedan，　U・aly　and　K・d・・）／M．　　A・e品）／A・KP・ndya

　　　　　　K．Dev品sy　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．10．Madhya
叢書　　Census　of　India，1971；ser．9．Kerala；pt．　　　　　　Pradesh；pt・2－A　supPl・

　　　　　　5B（i）　　　　　　　　　　Int・・nati・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　publications，　Govt・of　India，1978－148　P・・

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－209　p．：　編者　Pandya，　A．　K

　　　　　　ill．，　maps．－Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Madhya

編者　Devassyl　M．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Kerala　所蔵　AMF－2（ii1971－21）5400041751

所蔵　AMF－2（i1971－21）5400041728　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0467】

10464］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Economic　tables／A．　K．　Pandya
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Migration　tables／A．　K．　Pandya

　　　　　　1993　　　　　　　　　　’　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，

形態　　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1993

叢書　Census　of　India，1971；ser．10．Madhya　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　Pradesh；pt・2－B　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．10．Madhya

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Pradesh；pt．2－D

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　OriginaJly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Asia

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1974－1981－3v・・注記　Tbxt　in　Bengali　and　English．－Originally

編者　Pandya，　A・K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Controller　of　Publications，

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Madhya　　　　Govt．　of　India，1981－v．．

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Pandya，　A．　K．

所蔵　　（i）：AMF－2（ii1971－21）540004176g　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Madhya

　　　　　　（ii），（iii）：AMF－2（ii　1971－22）5400041777　　　　　　　Pradesh

　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　　（i），（ii）sub－pt．B：AMF－2（ii　1971－23）

　　　　　　1」d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400041801

馨讐81緬＿＿；S＿b㎞一　罐聯）｝n輌㎜
　　　　　　sch・dul・d・品t・・and・ch・dul・d　t・ib・・／A・K［0471】

　　　　　　Pa皿dya　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Establishment　report＆subsidiary　tables／A．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　K．　Pandya

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1993

叢書　Census　of　India・1971；ser・10・Madhya　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　P・ad・・h．；pt・2－C（i）・ラーA　　．．　叢書C。鵬u，。f　hdia，1971；，eL　10．Madhy。

　　　　　　麗nat’°na’p°pu’at’°ncensuspubllcat’°　　麟i：：li齢ul。ti－cen，u，publi。ati。ns：

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Asia

　　　　　　Publi・ati・n・，　G・vt・・f　Indi・，1979－vii・276　P・・注記0，iginally　publi、h。d、　D。lhi、C。nt，。ll。，。f

編者　　Pa皿dya，　A・K・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977＿xii，640　P．．

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　［0472】

【0469】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Establishment　tables／A・K・Pandya

書名　Soci｛d　and　culturaユtables／A．　K．　Pandya　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

形態1micro61m　reel；35㎜　　　　　蛙Census　ofIndia・1971；ser・10・Madhya
叢書C・n・u・・fIndia，1971；記・．10．Madhy・　　　p・ad・・h；pt・3－B
　　　　　　　P・ad・・h；pt．2－C（ii）　　　　　　　Int・・nati・n・l　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　　Int。m・ti。nal　p。pul。ti・n　cen，u，　publi。ati。n，、　　A・i・

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　publications・Govt・of　India，1975－v，1303　P・・

　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1981－vi，483　P．．編者　Pandya，　A・K・

編者　Pandya，　A．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Director　of　Census　Operations・Madhya

　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Madhya　　　　pradesh

　　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－24）5400041827

所蔵　　AMF－2（ii1971－23）5400041793　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【04731

【0470】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Housing　report　and　tables／A．　K．　Pandya
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro丘lm　ree1；35　mm

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　．　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　pt．2－A
叢書　　Census　of　India，1971；ser．10．Madhya　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Pradesh；pt．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1972－363　p．：

注記　Originaユ1y　published：Delhi：Controller　of　　　　　　ill．，　maps．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－184　P・：　編者　Chari，　R．　B．1923－

　　　　　　plans．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

編者　Pandya，　A．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maharashtra
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Madhya　所蔵　AMF－2（ii1971－25）5400041876

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－24）5400041835　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0477】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　General　population　tables（standaエd　urban

［0474】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　areas）／R．　B．　Chaエi

書名　Tbwn　directory／A・K・Pandya　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；

叢書C・n・u・・fIndia，1971；・e・・10・M・dhy・　　　pt．2－A・uupl．
　　　　　　Pradesh；pt・6－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記 謡瓢謬霊d＝。1麗竺罐7P．　rub’i・ati・n・，　G－fInd’砲1977－i”，125P・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　：maps・－Errata　slip　inserted・　　　　　　　編者　Chari，　R．　B．1923．

編者　Pandya，　A・K・　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations・Madhya　　　　Maharashtra

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－25）5400041884

所蔵　AMF－2（ii1971－25）5400041850　　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※互b・訂yh翻・・P・int・d飴・m：　　　　Ld．61．12（1971）
　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　1993

形態、mi。，。丘lm，eel；35　mm　　　　形態1mi…61m『35　mm
囎C。n，u，。fIndi。197・；，e，．1・．Madhya　叢書C・n・u・・f　Indla，1971；・e・・11・Maha融t「a；

　　　　　　織蕊ulati。n，en，u，publi。ati。ns：麟ti・n・lp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　A，i。　　　　　　　　　　　A・・a
注記 ＝蹴1ぽd禮㌶竿鵠；。注記謡認艦d溜工㌶㌶㌦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　P．：ill．，　maps・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”

編者 ＝盒，㌫。fC。n，u，。P。，ati。⌒hy。編者霊㌦tll晋C・n・u・・P・・ati・nS

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maharashtra
　　　　　　Pradesh
所蔵　AMF．2（i1971．25）5400041868　　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－25）5400041892

　　　　　　　※Lib，雛y　h品。1，。　P・int・d飴・m・　　　　※「ib・肛y　h品・1・・P・int・d飴・m：

　　　　　　Ld．61．12（1971）　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

［0476】　　　　　　　　　　　10479］
書名　　General　population　tables／R．　B．　Chari　　　　書名　　Social　and　cultural　tables／R．　B．　Chari

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（力Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993
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形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．11・．　Mahaエashtra；叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；

　　　　　　pt．2－C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．3－B

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1976－1977－2v．　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［1974F　iv，604　p．

　　　　　　：・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　；map・

編者　Chari，　R．　B．1923一　　　　　　　　　　　　　編者　Chaエi，　R．　B．1923－

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　Mahaエashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mahaエashtra

所蔵　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－26）5400041900　　　所蔵　AMF－2（ii1971－27）5400041942

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

【0480】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［04831

書名　Migration　tables／R．　B．　Chari　　　　　　　書名　Housing　report　and　tables／R．　B．　Chari

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；

　　　　　　pt．2－D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．4

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－2v．：．　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－188　p．；

編者　Chari，　R．　B．1923－　　　　　　　　　　　　　　　　ill・，　maP，　Plans・

　　　　　　India．　Dhiector　of　Census　Operations，　　　　編者　Chaエi，　R．　B．1923－

　　　　　　Mahaエashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

所蔵　（i）：AMF－2（ii1971－26）5400041918　　　　　　　　　Mahaエashtra

　　　　　　（ii）：AMF－2（ii1971－27）5400041926　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－27）5400041959

　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

｛0481】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10484｝

書名　Establishment　report　and　subsidiary　tables／　書名　Special　tables　on　scheduled　castes　and

　　　　　　R．B．　Chaエi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scheduled　tribes／R．　B．　Chari

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Maharashtra；

　　　　　　pt．3－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．5－A

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［1977］－v，320　p．　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－721　p．；

　　　　　　；map・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　map・
編者　Chari，　R．　B．1923一　　　　　　　　　　　　　編者　Chaエi，　R．　B．1923－

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　Mahaエashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mahaエashtra

所蔵　AM早2（ii1971－27）5400041934　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－28）5400041967

　　　　　　※Ubrary　ha8　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

【04821　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　104851

書名　Establishment　tables／R．　B．　Chari　　　　　書名　Tbwn　directory／R．　B．　Chaエi

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993
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形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．12．Manipur；pt．

叢書 惣・fInd’叫1971；seL　11・Mah　ht「a；i；：mati・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　Int。，nati。n砿P。pulati・n・en・u・publi・ati・n・・　　A・・a

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記0，i亘n訓ly　publi，h。d、　D。lhi・C・nt・・ll…f　　publi・ati・n・，　G・vt・・f　India，198°－23g　P・・

　　　　　　Publi・ati・n・，　G・枕・・fIndi・，1975－268　P・；編者霊：i，＝fC。n、u，。P，，ati。n，，　Manipur

　　　　　　maps・

縮Ch征i，　R．　B．・923。　　　　　所蔵AM竺一2（ii1971’28）56°°°42°°7
　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　prlnted　fbrm：

　　　　　　Mahaエashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵AMF－2（ii1971－28）54°0°41975　　　1・489］
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　Social　and　cultural　tables，　and，　Special　tables

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fbr　scheduled　castes　and　scheduled　tribes／H．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ranbir　Singh

［0486】　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　Village　survey：Shirvali／R・B・Chan　　　　　　　　　1993

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　形態　1micromm　reel；35　mm

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．12．Manipur；pt・

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　2－C（i），5－A

叢書　Census　of　India，1971；ser．11．Mahaエashtra；　　　International　population　census　publications：

　　　　　　pt．6－C　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：［Delhi：Controller　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1981】－viii，102

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　p．．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［1975］－iv，23g　P・編者　Singh，　H．　Ranbir

　　　　　　；ill．，　maps．－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Manipur

編者　Chali，　R．　B．1923一　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－28）5400042015

　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Mahaエashtra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－28）5400041983

　　　　　　罐聯）輌’　　i叢゜1＝：1㍑霊t蹴＝1，

［0487】　　　　　　　　　　　　1993
書名　General　population　tables／H．　Ranbir　Singh　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Cer田us　of　India・1971；ser・12・Manipu「；pt・

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　2－C（ii）　　　　　　　．
形態・mi…mm・eel；35　mm　　　　慧ごnat’°nal　p°pu’ati°n　censuspub’icat’°ns：

囎C・n・u・・fIndia，1971；・e・・12・Manipu「；pt・注記0，iginally　publi，h。d、　D・lhi・C・nt・・ll…f

籔一一t－　1－・編者騰1耀1蕊㌫㌫
注記 ＝蹴ぽd＝・1漂懸1・P・所蔵＝灘。＝i：：

縮 藍：器，蕊：fC。n、u、。P。，ati。n，，　Manipu，　Ld・6H2（・97・）

所蔵　AMF－2（ii1971－28）5400041991　　　　　　　【0491】

　　　　　　　※Libraエy　has　aユso　printed量）rm：　　　　　　　書名　　Migration　tables／H・Ranbir　Singh

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

【04881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm
書名　General　economic　tables／H・Ranbir　Singh　　叢書　Census　of　India，1971；ser．12．Manipur；pt．

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　2－D
　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　編者　India．　Director　of　Census　Operations，　Manipur

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－211　p．．　　所蔵　AMF－2（ii1971－29）5400042064

編者　Singh，　H．　Ra皿bir　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Manipur　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－28）5400042031
　　　　　　※L・ibrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　［04951

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables／J．　M．　Jala

｛・4921　　　　　　出版盟db「idg吟n肱：Rese鋤Pub’icat’°ns，
書名Speci・l　tabl？・飴r　sch・dul・C・讐t・・and　形態・mi。，。mm，eel；35　mm

出版 鶯ぽ1ぽ＝濫1－，叢書瓢lfhd－1－13　gh砿一
形態・mi…mm・eel；35　mm　　　　隠：nat1°nal　p°pu’at’°n　census　pub”cat’°ns：

叢書 呈芸　°flnd’⇒1971；seL　12・Man’pu・；P七注記・・i∂nally　publi・h・d・D・lhi・C・nt・・ll…f

　　　　　　I』ti・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・　r：1！’蒜s稔：1撒。器一x’輻17g　P

注記6』pub』⌒－1㎞㎡編者霊跳＿＿。繭⇒
編者蹴隠⌒198∵所蔵：鐸C；7L29⑭。。42。72

所蔵蒜鑑㌶C㌶。㌶t－ni　説麗㌶｛輌㎜
　　　　　　※Lib・a・y　h品al・・P・int・d飴・m・　　　104961

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　酩E・t・bli・hm・nt・ep・・t副t。b1。、／J．　M．　J。la

［04931　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　Soci（テeconomic　survey：Oinam　Sawombung（a　　　　　1993

　　　　　　mu・lim　villag・）／R．　K．　Bi，end，a　Singh　形態1m・c・・61m・eel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser・13・MeghaJaya；

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．3

形態1mi…61m・eel；35　mm　　　　　　In輌ati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・
叢書C・n・u・・fIndia，1971；，e，．12．Manipu，；pt．　A・・a

　　　　　　6℃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　I式・m・ti・nal　p・pul・ti・n，en，u，　publi。。ti。㎎，　　・f　Publi・ati・n・，　G・vt・・f　lndia・1974－xiv，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　294　P・：ilL，　maps．－Errata　slip　inserted．

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　編者　Jala・J・M・

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1976－xi，27　P．：　　　　　India・Director　of　Census　Operations，

　　　　　　ill．．－Al・・issu・d翻v．22・f　1961［・en・u・　　　M・ghal・y・

　　　　　　publications］，no．90f　1961　series．　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－29）5400042080

編者　Birendra　Singh，　R．　K．　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Manipur　　　　Ld・61－12（1971）

所蔵 ＝（瓢認。蒜＝：：　［・4971
　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　Housing　report　and　tables／J・M・Jala

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

104941　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

書名　Census　atla3　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm　r㏄1；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．13．Meghalaya；

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．4

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Internatiollal　population　census　publications：

叢書　Census　of　India，1971；ser．12．Manipur；pt．　　　　Asia

　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1974－xi，125　p．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：il1．，　maps．－Errata　slip　inserted．

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　編者　Jala，　J．　M．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1981－vi，74　p．：　　　　　India．　D旋ector　of　Census　Operations，

　　　　　　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Meghalaya
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所蔵　AMF－2（ii1971－29）5400042098　　　　　　　［0501】
　　　　　　※Libraly　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Social　and　cultural　tables，＆，　Special　tables　on

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　・ch・dul・d・a・t・・and・ch・dul・d　t・ib・・／R
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Padmanabha

［04981　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　General　report／RPadmanabha　　　　　　　　　　　1993

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micromm　reel；35　mm

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt・

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　2－C（i），5－A

叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt・　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originaユly　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Publications，　Govt，　of　India，【1977］－vii，

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　420　P．：ill．．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－2v・：ill・，編者　Padmanabha，　P．

　　　　　　maPs．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore

編者　Padmanabha，　R　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－31）5400042148
　　　　　　1ndia・Director　of　Census　Operations，　Mysore　　　　AMF－2（ii1971－33）5400042197

所蔵　v．1，2：AMF－2（ii1971－29）5400042106　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10502】

［049gl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Social　and　cultural　tables　and　fbrtility　tables／

書名　General　population　tables／RPadmanabha　　　　　p　Padmanabha
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser・14・Mysore；pt・　叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt・

　　　　　　　2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－C（ii）

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller
　　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1973－676　P・：　　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1980－xix，

　　　　　　　ilL，　maps・－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　　297　P．．

編者　Padmanabha，　P・　　　　　　　　　　　　　編者　Padmanabha，　R
　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore

所蔵　AMF－2（ii1971－30）5400042114　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－31）5400042155
　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　1・d・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1」d．61－12（1971）

［0500］　　　　　　　　　　　　［0503］
書名　Economic　tables／RPadmanabha　　　　　書名　Migration　tables／RPadmanabha
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser・14・Mysore；pt・　叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt．

　　　　　　2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－D

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　of　Publications，　Govt・of　India・1974－1980－3　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1981－v，1160　P．．

　　　　　　v’：ill”maPs’　　　　　　　　　　　　　　編者　Padmanabha，　R

編者　Padmanabha，　R　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore
　　　　　　India・Director　of　Census　Operations・Myso「e　所蔵　AMF．2（ii1971－31）5400042163

所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－30）5400042122　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　（iii）・AMF－2（ii1971－31）5400042130　　　　Ld．61．12（1971）

　　　　　　※互braエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1・d・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0504］
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書名　Report　on　establishments／P．　Padmanabha　　叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　6C．Survey　reports　on　selected

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　villages（Socio－economic　survey）；monograph

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　no・5
叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt．3　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　of　Publications，1978－xx，98　P・：ill・，　maps・－

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1974－2v．．－V．　　　　　”No・390f　1961　series，，・

　　　　　　1．Report　and　subsidiary　tables－v．2．　　　　編者　Padmanabha，　P．

　　　　　　Establishment　tables．　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore

編者　Padmanabha，　P．　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－33）5400042213

　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Mysore　　　　　※Library　has　also　printed＆）rm：

所蔵　v．1，2：AMF－2（ii1971－32）5400042171　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　［05081
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Special　study　report　on　Bhuta　cult　in　South

［0505］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kanara　district／P．　Padmanabha

書名　Report　on　housing／P．　Padmanabha　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm　reel；35　mm

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；Ser．14．Mysore；

叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt．4　　　　miscellaneous（a）

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　注記　　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－280　P．：　　　　　Publications，1977－xiii，23g　P．：ill．；21　cm．

　　　　　　ilL，　map，　plans．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Includes　bibliographical　references．

編者　Padmanabha，　P．　　　　　　　　　　　　　　編者　Sanjiva　Prabhu，　K．

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore

所蔵　AMF－2（ii1971－32）540004218g　　　　　　　　　　　India・OHice　of　the　Registrar　General＆

　　　　　　※互brary　has　also　printed　fOrm：　　　　　　　　　　　Census　Commissione「

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Padmanabha・P

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－33）5400042221

［05061　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

書名　Tbwn　directory／RPadma皿abha　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05091

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables／Daniel　Kent

叢書　Census　of　India，1971；ser．14．Mysore；pt．　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　6－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．15．Nagaland；

注記　Originally　published：INew　Delhi：Controller　　　　pt．2－A

　　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1973？］－xii，　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　620p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

編者　Padmanabha，　P．　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Mysore　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－vii，164　p．

所蔵　AMF－2（ii1971－33）5400042205　　　　　　　　　　　：maps・

　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Kent，　Daniel，1928－

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagala皿d

［05071　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF2（ii1971－33）5400042239
書名　Lok㎞ahally：AVillage　in　Mysore　District／　　　　※nbraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　RP・dmanabh・　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10510］

形態　1micro田m　reel；35　mm　　　　　　　　　　書名　Economic　tables／Daniel　Kent
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micromm　reel；35　mm

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．15．Nagaland；

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　pt．2－D
叢書　Census　of　India，1971；ser．15．Nagaland；　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　pt．2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－v，145　p．．

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　編者　Kent，　Daniel，1928－

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－iv，278　P・・　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

編者　Kent，　Daniel，1928－　　　　　　　　　　　　　　　Nagaユand
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－34）5400042270

　　　　　　Nagaland　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－33）5400042247　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　I」d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05141

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Establishment　report　and　tables／Daniel　Kent

［0511】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
書名　Social　and　cultural　tables，　and，　Special　tables　　　　1993

　　　　　　0n　scheduled　tribes／Daniel　Kent　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．15．Nagaland；

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　pt．3
形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　Census　of　India，1971；ser．15・Nagaland；　　　　　Asia

　　　　　　pt・2－C（i），5－A　　　　　　　　　　．　．　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Int・m・ti・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publ・cat・・n・・　　Publi。ati。n、，　G。vt．。f　India，1978－viii，134

　　　　　　A・i・　　　　　　　　　　　　p．・ill．．
注記 ＝認腰d器a鑑霊゜14P．編者監麗器8る。n，u，。P。，ati。n亀

編者　Kent・Daniel，1928－　　　　　　　　　　　　　　　　Nagaland
　　　　　　India・Director　of　Census　Ope「ations，　　　　所蔵　AMF．2（ii1971．34）5400042288

　　　　　　Nagalan；　　　　　　　　　※Hb，a，y　h品al，。　P，int。dわ，m、
所蔵　AMF－2（li1971－34）5400042254　　　　　　　　　　Ld．61．12（1971）
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　【0515】

馨署2】 灘1＝1㎞一一tility－／f÷i麟＝；胤品・
出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi・ati・n・，形態1mi…丘lm・eel；35　mm

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India・1971；ser・15・Nagaland；

形態　1microHlm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　pt・4　．　　　　　．　　　　　　．　．
蛙C。n、u，。fIndi。、97・；，e，．・5．Nag。land；　　Int・・nat・・n・l　p・pulat’°n　census　publ’cat’°ns：

難熟P：pu－・pub－t－・注記⊇麟禮＝．、
注記O，igin。lly　publi，h。d、　D。lhi・C・nt・・II…f　　ill・・　．

⇒罐≧＝∵26P’編者鞍：蹴一・－
　　　　　　Nagaland　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－34）5400042296

所蔵　AMF－2（ii1971－34）5400042262　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　※Lib，訂y　h肥。1，。　P，int。d飴・m・　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　1、d．61－12（1971）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105161

【05131　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Special　tables　on　scheduled　tribes

書名　Migration　tables／Daniel　Kent　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1993

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．15．Nagaland；　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of
　　　　　　pt．5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，11973？F　vii，375

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　P・：ill・，　maps・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Tripathi，　B．

注記　　OriginaJly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Orissa

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－P・15－67・　所蔵　AMF－2（ii　1971－35）5400042338

編者　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Nagala皿d　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－34）5400042304
　　　　　　※Ub，a，y　h品。1，。　P，int。d飴・m・　　　10520］

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables（Standard　Urban
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　areas）／B．　Tripathi

［05171　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　Adminitrative　atlas／Daniel　Kent　　　　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　形態　1micro61m　reel；35　mm

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser、16．Orissa；pt．

形態　　1micro丘lm　ree1；35　mm　　　　　　　　　　　　　　2－A　suppL
叢書　Census　of　India，1971；ser．15．Nagaland；　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　pt．9－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－vi，88　p．：

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，11974？F　x，156　p．編者　Tripathi，　B．

　　　　　　：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Orissa

編者　Kent，　Daniel，1928一　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－35）5400042346

　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　※Library　has瓠so　printed　fbrm：

　　　　　　Nagaland　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－34）5400042312
　　　　　　　※Lib，a，y　h鵬。1・・P・int・d品・m・　　　【05211

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　General　economic　tables／B・Tripathi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　105181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

書名　General　report／B．　Tripathi　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．16．Orissa；pt．

　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－B

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　　Census　of　India，1971；ser．16．Orissa；pt．　　　　　Asia

　　　　　　　1－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1977－1981－2

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v．：ill．ッmaps．

注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　編者　Tripathi，　B．
　　　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，［197－］－254　p．　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Orissa

　　　　　　　：ill．，　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－35）5400042353

編者　Tripathi，　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Orissa　　　　　　I・d．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－35）5400042320
　　　　　　　※Lib，a。y　h翻・・P・int・d　f・・m・　　　10522］

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　書名　Social　and　cultural　tables／B・Tripathi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　［0519】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

書名　General　population　tables／B．　Tripathi　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser．16．Orissa；pt．

　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－C

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　　Census　of　India，1971；ser．16．Orissa；pt．　　　　　　Asia

　　　　　　　2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　OriginaJly　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1980－1981－2

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　V．．
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編者　Tripathi，　B．　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AM苦2（ii1971－37）5400042403
　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Orissa　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

所蔵　　（i）：AMF－2（ii1971－35）5400042361　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

錨雛lnt＝379；署6］儀ぴ話＿＿n＿／R＿nd鋼
　　　　　　※Lib，a，y　has　al・・P・int・d品・m・　　　　　S・Kw・t「a　　　　　．．
　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publlcatlons，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

【0523］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm
書名　　Migration　tables／B．　Tripathi　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；ser・17・Punjab；pt・

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　2－A
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　Census　of　India，1971；ser．16．Orissa；pt．　注記　　Originally　published：Delhi：Ma皿ager　of叢書
　　　　　　2－D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［1973？1－viii，330

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　p．：maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sondhi，　P．　L
注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Punj　ab

　　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1981－v，784　　　　　　Kwatra，　H．　S．

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－37）5400042411

編者　Tripathi，　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Orissa　　　　　　Ld．61－12（1971）

所蔵　AMF－2（ii1971－36）5400042387
　　　　　　※Lib，㎝y　has　al，。　P・int・d飴・m・　　　［0527］　　　．

　　　　　　Ld・6L・2（・97・）　　　　酩：慧瓢C膿麟slit＝u「ban

［0524】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

書名　Census　atlas／B．　Tripathi　　　　　　　　　　　　1994
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micromm　reel；35　mm

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．17．Punjab；pt・

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　2－A　suppl．
叢書C。n，u，。f　Indi。，1971；・e・．16．0・issa；pt．　g　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・ns：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　pub廊hed：Delhi：Manager　of

注記　　Originally　published：New　Delhi：Controller　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［197十v，105　p．

　　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，［1977？］－271　　　　　：maps．

　　　　　　p・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sondhi，　P．　L　　　　　　　　　　　　　．
編者　Tripathi，　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Pu㎎ab

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Orissa　　　　　　Kwatra，　H．　S．

所蔵　AMF－2（ii1971－36）5400042395　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－37）5400042429

　　　　　　※五b，a，y　h品al・・P・int・d動・m・　　　　　※五b・訂y　h卵・1・・P・int・品・m・

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

［05251　　　　　　　　　　［0528】
書名　General　report／RL．　Sondhi，　H．　S．　Kwatra　書名　Economic　tables／RL．　Sondhi，　H．　S．　Kwatra

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．17．Punjab；pt．　叢書　Census　of　India，1971；ser．17．Punjab；pt．

　　　　　　1－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－B

　　　　　　Int。mati。n瓠P。pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－556　p．：　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－x，701　p．．

　　　　　　ill・，　maPs．　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sondhi，　P．　L

編者　Sondhi，　R　L．　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Pu可ab

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Punjab　　　　　　Kwatra，　H．　S．
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所蔵　AMF－2（ii1971－37）5400042437　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Publications，　Govt・of　lndia，1979－vi，184　P・

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Mathur，　U．　B．，1920－

【0529］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

書名　　Distribution　of　population　by　religion　and　　　　　　　Rajasthan

　　　　　　scheduled　castes　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－38）5400042460

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Library　has　also　printed品rm：

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

形態　　1micromm　reel；35　mm
叢書C・n・u・・fIndi・，1971；・e・．17．P嘩b；pt．｛05321

　　　　　　2－C（i），5－A　　　　　　　　　　　　　　　　書名　General　population　tables／V・S・Verma

　　　　　　International　population　census　publications：出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

注記　Originaユ1y　published：Delhi：Controller　of　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1977・－Partial　叢書　　Census　of　India，1971；ser．18．Rajasthan；

　　　　　　reprint（5－A，　p．55－221）；Industrial　　　　　　　　　　　　pt．2－A

　　　　　　classi丘cation　of　persons　at　work　and　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　non－workers　by　sex　fbr　scheduled　castes（fbr　　　　　　　Asia

　　　　　　each　caste　separately）－Age　and　maritaJ　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　status　fbr　scheduled　castes（caste－wise）－　　　　　　　　　Publications　Govt　of　India　1973＿180　178
　　　　　　Edu・ati・n飴・sch・dul・d・品t・・（caste－wise）－　　P．，map，．三Errat；，lip　in、：，t。d．　’

　　　　　　Pe「sons　not　at　work　classi6ed　by　sex，　type　of　編者　Varma，　Vijaya，1935．

　　　　　　麟蹴蕊瓢a”evels品「scheduled　隠蹴・t…fC・n・u・°P・・at’・n亀

編者India　Di・ect…fC・n・u・OP・・ati・n・・Pu司・b所蔵AMF．2（ii197・－38）54…42478

所蔵　AMF－2（ii1971－38）5400042452　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Library　has　also　printed　form：　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　I」d．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［05331

｛°53°1　　　　　　　　　酩E。。n。mi。　tabl。，／V．　S．　W，m。
書名　Migration　tables／PLSondhi・RC・Sharma　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1gg4

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

形態　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser，18．Rajastha皿；

叢書　Census　of　India，1971；seL　17・Punjab；pt・　　　　pt．2．B

　　　　　　2－D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Pt．2．B（ii）a－（ii）d，　on　t．P．：U．　B．　Mathur，

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Deputy　Director　of　Census　Depaエtment

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1979－iii，411　P・・　　　　　Operations，　Rajasthan．－Originally

編者　Sondhi，　P　L　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Delhi：Controller　of　Publications，

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Punj　ab　　　　　　Govt．　of　India，1975－1979－5v．．

　　　　　　Sharma，　R　C・　　　　，　　　　　　　　　　編者　Varma，　Waya，1935一

所蔵　AMF－2（ii1971－38）5400042445　　　　　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Rajasthan

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mathur，　U．　B．，1920一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　（i），（ii）a，（ii）b：AMF－2（ii1971－38）5400042486

【05311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ii）c，（ii）d：AMF－2（ii1971－39）5400042494

書名　General　report／U・B・Mathur　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　　1994

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　｛05341

叢書　Census　of　India，1971；ser．18．Rajasthan；　書名　Social　and　cultural　tables

　　　　　　　pt．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　International　population　census　publicatioI田：　　　　　　　1994

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m　reel；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．18．Rajasthan；　叢書　Census　of　India，1971；ser．19．Tらmil　Nadu；

　　　　　　pt．2－C（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．1－A

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：．－Errata　slip　inserted・

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1978－xxi，693　編者　Chockalingam，　K．，1926－

　　　　　　P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　T㌦mil

編者　Mathur，　U．　B．，1920－　　　　　　　　　　　　　　　Nadu　and　Pondicherry

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－40）5400042536

　　　　　　Rajasthan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－39）5400042502　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0538】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　General　population　tables／K．　Chockalingam

【°535】　．　　　　　　　出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，earch　Publi・ati・n・，
書名　　Migratlon　tables／V・S・Verma　　　　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　形態　1micro61m　reel；35　mm

形態㌫・61m・eel；35mm　．　叢r；ス・flndi砺1971；・eL・9・』ilN・du；

叢書　Census　of　India，1971；seL　18・RaJasthan；　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　pt．2－D　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　In；・mati・nal　p・pulati°n　census　publicati°ns：注記0，iginally　publ拍h。d、　D，lhi、M。nag。・・f

　　　　　　As｝a．　．　．　　　　　Publi。ati。n，，　G。vt．。f　Indi。，・973－viii，65・
注記　Onglnally　publlshed：Delhl：Controller　of　　　　　p．；maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Publicati2竺s，　G°vt・°f　lndia，1982一泊・78g　P・・編者Ch。。bling。m，　K．，・926．

編者　Varma，　Waya，1935－　　　　　．　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，肱mil

　　　　　　Indi・・Di・ect…fC・n・u・OP・・at・・n・・　　　N。du　and　P。ndi，herry

所蔵＝：97L39）54…4251・　所蔵霊＝2。＝㌫、
　　　　　　説瓢1㍑）als°P「’nted品「m：　　Ld・6L・2（・97・）

寳署6】 蕊1＝蕊1麟㌶：馨τ9
　　　　　　tables；Fbrtility　tables／J．　K．　Thapa　　　　　出版　Woodbndge，　Co皿・：Research　Publlcatlons，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m　reel；35　mm

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser・19・Tamil　Nadu；

叢書C。n，u、。f　Indi。，1971；，e，．18－A．Sik㎞m；pt．　pt・2－A・upPl・

　　　　　　2－A，S，　S，　S，　S　　　　　　　　In〔・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publicati°ns：
　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u・publi・ati。n・・　　A・・a

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：New　Delhi：Controller

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　of　Publications・Govl・of　India・1975－217　P・

　　　　　　Publi，ati。n、，　G。vt．・f　India，［1981？｜－viii，78g　　m・p・・－Errat・・lip　ln・e・t・d・

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Chockalingam，　K．，1926一

編者　Thapa，　J．　K．（Jeewan　Kumar），1929－　　　　　　　　India・Director　of　Census　Operations・Tamil

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Sikkim　　　　　Nadu　a皿d　Pondicherry

所蔵　AMF－2（ii1971．40）5400042528　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971．41）5400042551

　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

［0537］　　　　　　　　　　　［0540］
書名　General　report（6rst　paエt）／KChockalingam　書名　General　economic　tables／K・Chockalingam

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1micro61m　reel；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．19．Tamil　Nadu；叢書　Census　of　India，1971；ser．19．Tamil　Nadu；

　　　　　　pt．2－B　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　　pt．2－D

　　　　　　International　population　census　publications：　　’　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1981－2v．．－　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－2v．．

　　　　　　Errata　slip　inserted．　　　　　　　　　　　　編者　Chockalingam，　K．，1926一

編者　Chockalingam，　K．，1926－　　　　　　　　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Tamil

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tamil　　　　　Nadu　and　Pondicherry

　　　　　　Nadu　and　Pondicherry　　　　　　　　　　　所蔵　　（i）：AMF－2（ii1971－41）5400042593

所蔵　　（ii），（iii）：AMF－2（ii1971－41）5400042569　　　　　　（ii）：AMF－2（ii　1971－42）5400042601

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

105411　　　　　　　　　［0544】

形態1mi…61m・eel；35　mm　　　　形態1mi，，。61m，ee1；35　mm
叢書　Census　gf　hldia，1971；ser・19・Tamil　Nadu；叢書　Census　of　India，1971；ser．19．Tamil　Nadu；

　　　　　　pt・2－C（・）　　　　　　　　　　pt．5－A
　　　　　　Int・mati・nal　p・pu1・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　Int・m。ti・nal　p。pul。ti。n　cen，u，　publi，ati。n，、

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　of　Publications，　Govt・of　India・1978－iii，262　　　　　0f　Publications，　Govt．　of　India，1978－viii，

　　　　　　P’；ilL，　maPs’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　334　p．：map．

編者　Chockalingam，　K・，1926一　　　　　　　　　　編者　Choc㎞lingam，　K，1926－

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Tamil　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tamil

　　　　　　Nadu　and　Pondicherry　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nadu　and　Pondicherry

所蔵　AM早2（ii1971－41）5400042577　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－42）5400042619

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

｛0542】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0545】

書名　SociaJ，　cultural　and飴rtility　tables／K．　　　書名　Census　atlas／K・Chockalingam

　　　　　　Chockalingam　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Resealch　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　1994

　　　　　　1gg4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

叢書C。n・u、。f　lndi。，1971；，e，．19．T。mil　Nadu；叢書C・n・u・・f　Indi・，1971；・e・・19・T・mil　N・du；

　　　　　　pt．2－C（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt・9

　　　　　　1r比ernational　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　OriginaJly　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　Publi。ati。n、，　G。vt．。f　India－322，16，2P．．　　・f　Publi・ati・n・・G・寸・・f　Indi・・［1977？｝－291　P・

　　　　　　※Lib・a・y　h細・・P・int・d飴・m・　　　　※Lib，肌y　h翻，。　P，int。d㊤，m：

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　Ld．6・．12（・97・）

［0543］　　　　　　　　　　105461
書名　　Migration　tables／K・Chockalingam　　　　　　書名　　General　report／A．　K．　Bhattacharyya

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態1micromm　reel；35㎜　　　　　形態1micromm　reel；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．20．Tripura；pt．　注記　Originaユly　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　1－A　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－139　p．．－

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　　Pt．2－C（ii）inserted　between　p．19　and　p．［20］．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　－Filmed　with：Socia1＆cultural　tables　and

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　飴rtility　tables（Census　of　India・1971・v・20，

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－ix，182　P．　　　　　Tripura；pt・2－C（ii））・

　　　　　　：ill．．－Errata　slip　inserted．　　　　　　　　編者　Bhattacharyya，　A．　K．（Asoke　Kumar），1919一

編者　BhattachaTyya，　A．　K．（Asoke　Kumar），1919－　　　　India・Director　of　Census　Operations・Tripura

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tripura　所蔵　AMF－2（ii1971－43）5400042668

所蔵　AM早2（ii1971－43）5400042635　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05501

［0547】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Socia1＆cultural　tables　and　f6rtility　tables／

書名　General　population　tables／A．　K．　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Bhatt㏄haryya　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．20．Tripura；pt・

叢書　Census　of　India，1971；ser．20．Tripura；pt．　　　　2－C（ii）

　　　　　　2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－i，151　p．．

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－xvi，65　p．　　　　　－Inserted　in　Pt．2－C（i），5－A（after　p．19）．一

　　　　　　：ill．，　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Filmed　with：Social　and　cultural　tables，　and，

編者　Bhattacharyya，　A．　K．（Asoke　Kumar），1919－　　　　Special　tables　of　scheduled　castes　and

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tripura　　　　　scheduled　tribes（Census　of　India，1971．　v．20，

所蔵　AMF－2（ii　1971－43）5400042643　　　　　　　　　　Tripura；pt・2－C（i），5－A）・

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Majumdar，　H・

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　India・Di・ect…fC・n・u・OP・・ati・n・，宜ipu「a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－43）5400042676

【05481　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

書名　Economic　tables／S．　R．　Chakraborty　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05511

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　書名　General　report／D・M・Sinha　and　O・P・

叢書 霊・u・・fInd’a，1971；・e・・2°・亘ipu・a；pt・出版撫霊idg。，C。nn．、R。，ea，chPubli。ati。n，，

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　　　1994

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

注記　Origin｛dly　published：Delhi：Controller　of　　叢書　Census　of　India，1971；ser．21．Uttar　Pradesh

　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1982－v，318　P．．　　　　　；pt・1－A

編者　Chakraborty，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tripura　　　　　Asia

所蔵　AMF－2（ii1971－43）5400042650　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　　※Lib，㎝y　h⊇，。　P・int・d品・m・　　　　Publi・ati・n・・G・vt・・f　Indi・，1982－v，441　P・・

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　編者　Sinha，　D・M・（Dharmendra　Mohan），1922－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Uttar

【05491　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pradesh

書名　Sociaユand　cultural　tables，　and，　Special　tables　所蔵　AMF－2（ii1971－43）5400042684

　　　　　　　0f　scheduled　castes　and　scheduled　tribes　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　　1994

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　【05521
叢書　Census　of　India，1971；ser．20．Tripura；pt．　書名　General　population　tables／D・M・Sinha

　　　　　　　2－C（i），5－A　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエdl　Publications・

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1994

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1microfilm　reel；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．21．Uttar　Pradesh叢書　Census　of　India，1971；ser．21．Uttar　Pradesh

　　　　　　；pt．2－A　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　；pt．2－C

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－xl，538　p．．　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1976－1980－2

編者　Sinha，　D．　M．（Dharmendra　Mohan），1922－　　　　　　v．．

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Uttaエ　　編者　Sinha，　D，　M．（Dharmendra　Mohan），1922－

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Uttaエ

所蔵　AMF－2（ii1971－43）5400042692　　　　　　　　　　　Pradesh

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　（i）：AMF2（ii1971－45）5400042734

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ii）：AMF－2（ii1971－46）5400042742

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

［05531　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
書名　General　population　tables（Standaエd　Urban

　　　　　　Areas）／D．　M．　Sinha　　　　　　　　　　　　［05561

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　書名　Migration　tables／D．　M．　Sinha

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micro旬m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1994

叢書　Census　of　India，1971；ser・21・Uttar　Pradesh形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　；pt・2一竺・upPl・　　　　　．　蛙C。n・u、。f　India，1971；、e，．21．Utt誠P・ad。，h
　　　　　　In‘emat・・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・at・・n・・　　；pt．2－D

　　　　　　A・・a　　　　　　　　　　　Int。，nati。nal　p。pulati。n　cen、u，　publi。ati。n，、
注記　Originally　published：New　Delhi：Controller　　　　　Asia

　　　　　　of　Publica▲ions，　Govt・of　India，1981－476　P・：注記　Originaユly　published：New　Delhi：Controller

編者蹴D．M．（Dh。，m。nd，aM。han），、922　31Publ’cat’°ns・G°vt・°fIndi⇒197＆198°－2

　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　（i）：AMF－2（ii1971－46）5400042759

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　※nb，飢y　h品al，。　P，int。d㊤，m：

10554］　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）
書名E・・n・m｝・tabl・・／D・M・Sinh・．．　1・557］
出版 聯db「’dge，　C°　：Resea「ch　Pub’1cat’°ns，書名G・n・曲ep・・t／B』・Gh・・e

形態・mi。，。mm，eel；35　mm　　　　出版W・・db・idg・，　C・nn・：R・・ea・ch　Publi・ati・n・，

叢書 ＝fInd醐1；・eL　2・・Utta・P・ad・・h形態監。丘lm，eel；35mm

　　　　　　Int・mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi。ati。鵬、叢書C・n・u・・f　India，1971；・e・・22・W・t　B・ngal；

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．1－A

注記 罐蹴li慧＝1㌶：；麗　麗mati°na’p°pu’at’°ncensuspub”cati°ns：

　　　　　　v．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

編者　Sinha，　D．　M．（Dharmendra　Mohan），1922－　　　　　　Publications，　Govt・of　India，［1977？］－333　P・・

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Utt訂　　編者　Ghose，　Bhaskaエ

　　　　　　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　West

所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－44）5400042718　　　　　　　Bengal

　　　　　　　（iU），（iv）：AMF－2（ii1971－45）5400042726　　　所蔵　AMF－2（ii1971－47）5400042775

　　　　　　　※L，ibrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

10555】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［05581

書名　Social　a皿d　culturaユtables／D．　M．　Sinha　　　書名　General　population　tables／Bhaskar　Ghose

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；

　　　　　　pt．2－A　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　pt．2－C（i）

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－x，462　p．：　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－vii，212　p．．

　　　　　　ill・，　maP・　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ghose，　Bhaskar

編者　Ghose，　Bhaskar　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　West

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　West　　　　　Bengal

　　　　　　Bengal　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－49）5400042817

所蔵　AMF－2（ii1971－47）5400042783　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Hbrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05621

【055gl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Social　and　cultural　tables　and　fbrtility　tables／

書名　StaΩdard　Urban　areas／Bhaskar　Ghose　　　　　　　Bhaskar　Ghose

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；

　　　　　　pt．2－A　suppl．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．2－C（ii）

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，［1980］－277　p．：　　　　　Publications，　Govt．　of　India，119801－503　p．．

　　　　　　maPs・　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ghose，　Bhaskar

編者　Ghose，　Bhaskar　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　West

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　West　　　　　Bengal

　　　　　　Bengal　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971－49）5400042825

所蔵　AMF－2（ii1971－48）5400042791　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　1、d．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05631

【05601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Migration　tables／Bhaskar　Ghose

書名　General　economic　tables／Bhaskar　Ghose　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1994

　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1microfilm　reel；35　mm

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；

叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；　　　pt．2－D
　　　　　　pt．2－B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1980－2v．．

　　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1973－3v一　　　編者　Ghose，　Bhaskar

編者　Ghose，　Bhaskar　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　West

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　West　　　　　Bengal

　　　　　　　Bengal　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　（i），（ii）：AMF－2（ii1971－50）5400042833

所蔵　　（i），（ii），（iii）：AMF－2（ii1971－48）5400042809　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0564】

｛05611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Special　tables　on　scheduled　castes　and

書名　Social　and　cultural　tables／Bhaskar　Ghose　　　　　scheduled　tribes／Bhaskar　Ghose

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Researdl　Publications，
　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm　r㏄1；35　mm
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叢書　Census　of　India，1971；ser．22．West　Bengal；注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　pt．5－A　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－x，389　p．．

　　　　　　International　population　census　publications：　編者　Joshi，　M．　C．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Directorate　of　Census　Operations，

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Andaman＆Nicobar　Islands

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－939，　xi　p．．所蔵　AMF－2（ii1971－50）5400042874

編者　Ghose，　Bhaskar　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　aユso　printed　fbrm：

　　　　　　India．　D辻ector　of　Census　Operations，　West　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Benga1

所蔵　AMF－2（ii1971－49）5400042841　　　　　　　【0568］
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　書名　　Social　and　cultural　tables；Migration　tables／

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　L・lK・i・H・n
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

［0565】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

書名　General　report／M．　C．　Joshi　　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　India，1971；ser・23．Andaman　and

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nicobar　Islands；pt．2－C（i），（ii），　D

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書C・n・u・・fIndi・，1971；記，．23．And。man　and　　A・i・
　　　　　　Nicobal　Islands；pt．1－A＆B　　　　　　　　　注記　OriginaJly　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Publications，　Govt・of　India・1978－vi，215　P・・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Han，　Lal　Kris

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　India・Directorate　of　Census　Operations，

　　　　　　Publi・ati・n・，　G・vt．・f　lndi・，1981－238　P．、　　Andaman＆Ni・・b・・1・land・

　　　　　　map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－51）5400042882

編者　Joshi，　M．　C．　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　aユso　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－50）5400042858　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　※Lib・a・y　h⊇・・P・int・d飴・m・　　　10569】

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　酩Special　t。bl。、。n　sch。dul。d　t，ib。、／M．　C．

雛6】＿lpP血＿b⌒＿hi出版跳＝ご・－Publ－，
出版 撫db・idg‥・R・・ea・chPubli・ati・n・，形態lg監。，。mm，eel；35mm

形態・mi，，。mm，ee1；35　mm　　　　叢書C；n・u・・f　Indi・・1971；・e・・23・And…and

叢書 ＝撒；罐23・－m一騰竃慧麟t㍍一一・
注記i籔芸惣器二：注記聯霊麟鵠蕊i・1瓢
　　　　　　Pどblications・Govt・of　India，［1973F　vi，197　P・編者　Joshi，　M．　C．

編者蕊顎　　　　　隠霊＝麟・P・・ati・⇒
　　　　　　麗＝t蒜蒜監：：°pe「at’　，　　K・i・h㎝浬

所蔵AM巳2（ii・97L5・）54…42866　所蔵麗瓢認；。＝：7i：：
　　　　　　※互b・a・yh・・a1・・pnnt・d㊤・m・　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【05701

【05671　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Census　atlas／OHice　of　the　Registrar　General

書名　Economic　tables／M．　C．　Joshi　　　　　　　　　　＆Census　Commissioner，　India

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Resealch　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

叢書　Census　of　hldia，1971；ser．23．Andaman　and叢書　Census　of　India，1971；ser．23．Andama皿and

　　　　　　NicobaエIslands；pt．2－B（i）　　　　　　　　　　　　　　　　Nicobar　kla皿ds；pt．9

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　編者　Barthakur，　J．　K
　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－vii，52　p．　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　：ill．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arunachal　Pradesh

編者　India．0伍ce　of　the　Registrar　General＆　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－52）5400042932

　　　　　　Census　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－51）5400042908　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　10574】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Establishments　report；Establishments　tables

［05711　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／J．K．　Barthakur

書名　General　population　tables／J・KBarthakur　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1gg4

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．24．Arunachal
叢書　Census　of　India，1971；ser・24・Arunachal　　　　　pradesh；pt．3－A，　S

　　　　　　Pradesh；pt．2－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記　Originally　published：［Delhi：Controller　of　　　　　publications，　Govt．　of　India，1972－xxv，216

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India］，1972－xvi，296　　　　　p．：ill．，　maps．

　　　　　　P’：ill’，　maPs’　　　　　　　　　　　　　　編者　Barthakur，　J．　K．

編者　Barthakur，　J・K・　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，

　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　　Arunachal　Pradesh

　　　　　　Arun㏄hal　Pradesh　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－52）5400042940

所蔵　AMF－2（ii1971－51）5400042916　　　　　　　　　　※nbraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Ub・a・y　h品・1・・P・int・d飴・m・　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　Ld．61－12（1971）

麗21卵＿／＿t－．．975】
麟＝＝霊d皿y－；

出版 聯db「’dg』：Resea「chPubl’cat’°ns’出版瓢；：db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

裟馨露難二＝、肇響竃鱒覧泌・…≡

所蔵　AMF．2（ii1971．51）5400042924　　　　　　　　　　A「unachal　P「adesh

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－52）5400042957

　　　　　　－2（・97・）　　　　　謡聯閲a’s°P「’nted品「m：

［05731

書名　　Social　and　cultural　tables／J．　K．　Barthakur　　［0576】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Special　tables飴r　scheduled　castes　and

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　scheduled　tribes，　ArunachaユPradesh／J・K・

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Barthakur
叢書　Census　of　India，1971；ser．24．Arunachal　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

　　　　　　Pradesh；pt．2－C（i）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　　1　micro丘lm　ree1；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．24．Arunachal

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　Pradesh；pt．5－A
　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1972－xxiv，496　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Origina皿y　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－vii，160　p．．　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－151　p．．一

編者　Barthakur，」．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　Filmed　with：Migration　tables（Census　of
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　　　　　　　　　　India，1971・v・25，　Chandigarh；Pt・2－D）・－

　　　　　　Arunachal　Pradesh　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Frame　sequenced：pt．2－C（i），2－C（ii），5－A．

所蔵　AMF－2（ii1971－52）5400042965　　　　　　　編者　Chakravorty，　K・K・

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　India・Director，　Census　Operatiolls・Union

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　“rrit・・y・Chandiga・h
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－53）5400042999

［0577】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed長）rm：

書名　General　report／Ardaman　Singh　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

出版 聯db「’dge・C°　：Rese　h　Pub”cati°ns，［・58・1

形態・mi…61m・eel；35mm　　　麟霊蒜麟n；鷲，隠「謡。ti。n，，
叢書　Census　of　India，1971；ser．25．Chandigarh；　　　　1gg4

　　　　　　pt・1－A亘B　　　　　　　　　　　　　．　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　麗　1°nalp°pu’ati°ncensuspublicat1°　叢書驚n芸⌒1971；・eL　25・Chandig・・h；

注記　　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1980－vi，250　P・・　　　　　Asia

編者　Ardama皿Singh　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　India・Director・Census　Operations・Union　　　　　　　publications，　Govt．　of　India，1979－12g　P．：

　　　　　　Tbrritory・Chandigarh　　　　　　　　　　　　　　　　　map．－Filmed　with：Social　and　culturaユ

所蔵　AMF－2（ii1971－52）5400042973　　　　　　　　　　　tables＆special　tables　fbr　scheduled　castes（pt．

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　2－C，5－A）．－Inserted　in　pt．2－C　and　5－A．

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　編者　Chakravorty，　K．　K．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director，　Census　Operations，　Union

【05781　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Territory，　Chandigarh

書名　Generaユpopulation　tables，＆，　Economic　tables所蔵　AMF－2（ii1971－53）5400043005

　　　　　　／1〈．K．　Ohakravorty

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［05811

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Census　atlas／Ardaman　Singh

形態1micromm　reel；35㎜　　　　　出版Woodbridge・Conn・：Research　Publications・

叢書

注記

縮A，d＿Singh　　　　　　　°f　Publlcat1°ns，　G°vt・°f　Ind’a，［1979】－1’，84

所蔵蕪鷲ご　㎞編者騰㌔・・一一㎞
　　　　　　　※Library　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（ii　1971．53）5400043013

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　※Lib，a，y　h品al，。　P，int。dわ，m：

【・57gl　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）
書名　SociaJ　a皿d　cultural　tables，＆，　Special　tables　　【0582】

　　　　　　　｛br　scheduled　castes／K・K・Chakravorty　　　書名　General　report／S．　K．　Gandhe

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．25．Chandigarh；叢書　Census　of　India，1971；ser．26．Dadra＆
　　　　　　　pt．2－C（i），（ii），5－A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nagar　Haveli；pt．1－A＆B

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　注記　Pt．1－B　by　Jagadish　Singh．－Originally

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1979－viii，114　　　　　　published：Delhi：Controller　of　Publications，

　　　　　　p．：ill．，　map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt．　of　India，1979－1980－2v．；maps．

編者　Gandhe，　S．　K．　　　　　　　　　　　　　　編者　Gandotra，　Sukdev　Rai，1922－
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Goa，　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi

　　　　　　Daman　and　Diu　and　Dadra　and　Nagar　Haveli　　　　　Singh，　Jagdish

所蔵　AMF－2（ii1971－53）5400043021　　　　　　　所蔵　A，　B：AMF－2（ii1971－54）5400043054
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1・d・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

［05831　　　　　　　　　　10586】
書名

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1994

　　　　　　1gg4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m　reel；35　mm

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Cer田us　of　India，1971；ser．27．Delhi；pt．

叢書　Census　of　India，1971；ser．26．Dadra＆　　　　　　2－A　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　N。g。，　Hav。li；pt．2－A，　S，　S（i），　S　　　　　Int・mati・nal　p・pulati・n　cen・u・publ・cati°ns：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1975－viii，136

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－ix，378　p．．　　　　p．；ill．，　maps．

編者　Gandhe，　S．　K．　　　　　　　　　　　　　　編者　Gandotra，　Sukdev　Raj，1922・・
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Goa，　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi

　　　　　　Daman　and　Diu　and　Dadra　and　Nagar　Haveli　所蔵　AMF－2（ii1971－54）5400043062

所蔵　AMF－2（ii1971－53）5400043039　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Ld．61－12（1971）

馨碧4】　bl＿＿　　；恥㎎mg；碧7】』－m－　／＆R竺由t竺

　　　　　　report　and　tables／S．　K．　Gandhe　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publlcatlons，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1994

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．27．Delhi；pt．2－B

叢書　Census　of　India，1971；ser．26．Dadra＆　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Nagar　Haveli；pt．3，　S　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1981－ii，46g　P・；

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　map．

　　　　　　Publications，　Govt・of　India，1975－121　P・・　　編者　Gandotra，　Sukdev　Rai，1922一

編者　Gandhe，　S．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Delhi

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Goa，　　所蔵　AMF－2（ii　1971－54）5400043070

　　　　　　Daman・nd　Diu　and　Dad・a㎝d　N・ga「H的eli　※Lib，a，y』1，。　P，int。d飴・m・

所蔵　AMF－2（ii1971－54）5400043047　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）
　　　　　　※五braエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　105881

騨＿1《／＆R＿　 書名 漁欝蹴’♂麟魔血i
出版

搬db・idgらC・…・R・・e訂・hPub’i・at’・n・・出版彊db「’dg』：Resea「chPub’1cat’°ns’

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　2micro丘lm　reels；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．27．Delhi；pt．　　叢書　Census　of　India，1971；ser．27．Delhi；pt．

　　　　　　1－AS　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－C（i）＆5－A
　　　　　　Int二nati。n訓P。pulati。n　cen，u、　publi・ati・n・・　Int・m・ti・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　書名　Census　atla8／Jagdish　Singh

　　　　　　Publications・Govt・of　India，1978－135　P・：　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　map．－Filmed　with：Social　and　cultural　and　　　　　1994

　　　　　　企・tility　t・bl・・（9Sn・u・・f　lndi・・lg71・．v・27，形態1micr・61m・eel；35　mm

編者Ga三d・t・C，　Sukd・v　Rai，1922－．　，注記0，ゆally　publi、h。d、　D。lhi、C。nt，。ll。，。f

所蔵㌶2㌫霊lsu＝1；SDelh1　＝ti　G　・fIndi式・98・－P
　　　　　　罐㌶瓠s°P「’ntedわ「m：　編者＝瓢。fC。n，u，。P。，ati　D。lhi

【058gj　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－55）5400043112

書名　Social　and　cultural　tables＆fごrtility　tables／　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：

　　　　　　S．R．　Ga皿dotra　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I、d．61－12（1971）

出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［05921

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　書名　Generaheport／S・K・Gandhe

叢書　Census　of　India，1971；ser．27．Delhi；pt．　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　2－C（ii）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．28．Goa，　Daman

注記　　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　＆Diu；pt．1

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1980－200　P．：　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　map．－Filmed　with：Social　and　cultural　　　　　　　Asia

　　　　　　tables，＆，　Special　tables　on　scheduled　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　castes（Census　of　India，1971．　v．27，　Delhi；Pt．　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－1979－2v．

　　　　　　2－C（i）＆5－A）．－Inserted　in　pt．　　　　　　　　　　　　：i11．，　maps．

　　　　　　2－C（i）＆5－A（after　p・49）・　　　　　　　　　　編者　Gandhe，　S．　K．

編者　Gandotra，　Sukdev　Rai，1922－　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Goa，

　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Delhi　　　　　　Daman　and　Diu　and　Dadra　and　Nagar　Haveli

所蔵　AMF－2（ii1971－54）5400043096　　　　　　　所蔵　A，　S：AMF－2（ii1971－55）5400043120

　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

［°59°］．．　　　　　　　［・5931
酩M・ぽ・t・rn　t・bl・・／S・R・G・nd・t・a　　酩G。n。輌。pul。ti。n　tabl。，／S．　K．　G。ndhe

出版 ㌫db「1dge，　C°nn・：Resea「ch　Pub”cati°ns，出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・e訂・h　Publi・ati・n・，

肇響i＝曇；㌫2－；P七護馨竃＝；蹴28．＿…
　　　　　　驚nati・nalp・pulati・ncen・u・publi・ati－・　㌫三㌶pulati。ncen、u，publi。ati。ns：

注記0，i鯉ly　publi，h。d、　D。1hi、C。nt，。ll。，。f　　Asia

　　　　　　蕊i嘲蒜1＝：濫；L撒・P・注記3＝＝d跳1；：賠：｛42
　　　　　　t。b1。、，＆，　Speci訓tab1。，。n　sch。dul。d　　　　p・；map・・－E・・at・・1・P　m・e・t・d・

　　　　　　castes（Census　of　India，1971．　v．27，　Delhi；Pt．編者　Gandhe，　S・K・

　　　　　　2－C（i）＆5－A）．－Pt．2－C（ii）and　2－D　inserted　in　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Goa，

　　　　　　pt．2－C（i）＆5－A（b・㊤・e　p．51）．　　　　　　D・man　and　Diu　and　D・d・a　and　Naga・H訂・li

編者　Gandotra，　Sukdev　Rai，1922一　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－55）5400043138

　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Delhi　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

所蔵　AMF－2（ii1971－54）5400043104　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）

　　　　　　※Library　has㎡so　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　10594｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Economic　tables，　and，　Migration　tables／S．　K，

｛05911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gandhe
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Gandhe，　S．　K．
　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ndia．　Director　of　Census　Operations，　Goa，

形態　2micro61m　reels；35　mm　　　　　　　　　　　　　Daman　and　Diu　and　Dadra　a皿d　NagaエHaveli

叢書　Census　of　India，1971；ser．28．Goa，　Daman　所蔵　AMF－2（ii1971－56）5400043161

　　　　　　＆Diu；pt．2－B，　S　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Asia

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　lO5971

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－v，606　p．．書名　Census　atlas／S．　K　Gandhe

　　　　　　－Filmed　with：Social　and　cultural　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　tables（Census　of　India，1971・v・28，　Goa，　　　　　　　　1994

　　　　　　Daman　and　Diu；Pt．2－C）and　with：　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　Establishment　report　and　tables；Housing　　叢書　　Census　of　India，1971；ser．28．Goa，　Daman

　　　　　　report　and　tables（Pt・3，4）・－Pt・2－C　and　　　　　　　＆Diu；pt．9

　　　　　　3＆4inserted　betw㏄n　p・397　and　401・　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

編者　Gandhe，　S．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　India・Director　of　Census　Operations，　Goa，　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　Daman　and　Diu　and　Dad・a　and　N・g・・H肝・li　　publi，ati。n，，　G。vt．・f　Indi・，［1977？］－178　P．；

所蔵　AMF－2（ii1971－55～56）5400043146　　　　　　　　map．
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Gandhe，　S，　K．

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Goa，

［・595】　　　　　　　　　　D・m・nand　Diu　and　D・d・a　and　Naga「Haveli
書名　Social　and　cultural　tables／S．　K．　Gandhe　　　所蔵　AMF－2（ii1971－56）5400043179

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm

叢書 £・＝n艶1971；・eE　28・G°叫Daman腰G。n。，瓠P。pulati。ntabl。、／KD．M・n・n

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm
　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－vi，210　P．　叢書　　Census　of　India，1971；ser．29・1・accadive，

　　　　　　　；map．－Filmed　with：Economic　tables，　and，　　　　　Minicoy＆Amindivi　Islands；pt・2－A

　　　　　　　Migration　talbes（Census　of　India，1971・v・28，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　Goa，　Daman　and　Diu；Pt．2－B＆D）・－Inserted　　　　　Asia

　　　　　　　in　pt．2－B＆D（after　p・397）・　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

編者　Gandhe，　S．　K．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－vi，57　P・：

　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Goa，　　　　　　map．

　　　　　　　Daman　and　Diu　and　Dadra　and　Nagar　Haveli　編者　Menon，　K，　D．

所蔵　AMF－2（ii1971－56）5400043153　　　　　　　　　　1ndia．　Administrator＆Ex－ofHcio　Director　of
　　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Census　Operations，　Laccadive，　Minicoy＆

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amindivi　Islands

塁署6］E，t。bli，hm。nt，ep。，tandt。bl。，；H。u，ing所蔵鑑IC麗。＝＝・

　　　　　　　，ep。，t　and　tabl。・／S．　K．　Gandh・　　　　Ld・61－12（1971）

竃璽驚1：㌔…　1㎞t㎞’馨署9】＿＿／M＿．．
叢書　Census　of　India，1971；ser．28．Goa，　Daman　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publlcatlons，

　　　　　　　＆Diu；pt．3，4　　　　　　　　1994
　　　　　　　1nternation瓠population　census　publications：　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．29』accadive，

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Minicoy＆Amindivi　Isla皿ds；pt・2’P　．
　　　　　　　Publi。ati。n，，　G。vt．・f　Indi・，1974－ix，377　P．　　Int・m・ti・n・l　p・pu1・ti・n　cen・u・publ・cat・・n・・

　　　　　　　；maps．－Filmed　with：Economic　tables，　and，　　　　　Asia

　　　　　　　Migration　talbes（Census　of　India，1971．　v．28，注記　Originally　published：Delhi：Controller　of

　　　　　　　Goa，　Daman　and　Diu；Pt．2－B＆D）．－Inserted　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1978－254　p．：

　　　　　　　in　pt．2－B＆D（befbre　p．401）．　　　　　　　　　　　　　map．－Errata　slip　inserted．
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編者　Verma，　M．　C．　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：New　Delhi：Controller
　　　　　　India，　Administrator＆Ex－oHicio　Director　of　　　　　of　Publications，　Govt．　of　India，1976－178　p．：

　　　　　　Census　Operations，　Laccadive，　Minicoy＆　　　　　　　ill．，　maps．－Errata　slip　inserted．

　　　　　　Amindivi　Islands　　　　　　　　　　　　編者　Shaiza，　W．

所蔵　AMF－2（ii1971－57）5400043195　　　　　　　　　　1ndia・Administrator＆Ex－ofHcio　Director　of
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　Census　Operations，　Laccadive，　Minicoy＆

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Amindivi囚ands

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－57）5400043229

｛06001　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：
書名　Social　and　cultural　tables／S．　D．　Lahkar　　　　　　Ld．61－12（1971）

出版 ㌫db「’dge，　C°nn・：Resea「ch　Pub”cati°ns，［・6・31

形態　　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　書名　General　report／K・Chockalingam

蛙C。n，u，。fIndi。，・97・；，e，．29．Laccadiv。，出版W・・db・idg・，　C・nn・：R・・e肌・h　Publi・ati・n・・

　　　　　　撒蕊＝＝鑑急。ti＿，形態1驚，，。mm，eel；35mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書・Census　of　India，1971；ser・30・Pondicherry

注記　Originaユly　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Union？e「「ito「y；pt・．1　　　　　　．　．

　　　　　　霊a竺蹴霊P＝1979－’iち171P　驚nat1°na’p°pu’at’°ncensuspubllcat’°ns：

縮L。h㎞，，　S、　D．　　　　　　注記0・ig；興y　publi・h・d・D・1芭C・nt・・ll…f
　　　　　　Indi。．　Admini，t，。t。，＆Ex．。伍。i。　Di，ect。，。f　　publ・cat・・n・，　G・vt・・f　Ind・a，1981－v，224　P・・

　　　　　　ぴ㌫霊L・ccadi⌒i・・y＆編者㍑鑑9⌒192住

所蔵AM三2（ii197L57）5そ…432・3　　　蒜：蒜認隠us°pe「at’°nS　Tam”

　　　　　　鑑聯）砿s°P「1nted品「m：　所蔵麗瓢㌶。灘惣：

【・6・・］　　　　　　　　　　　Ld・61－12（1971）
書名　Migration　tables／W・Shaiza　　　　　　　［06041

出版　Wbodbridge・Conn・：Reseaエch　Publications，　書名　General　population　tables／K．　Chockalingam

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　lgg4

叢書　Census　of　India，1971；ser・29』accadive，　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　Minicoy＆Amindivi　Islands；pt・2－D　　　　叢書　Census　of　India，1971；ser．30．Pondicherry

　　　　　　Int・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　Uni。n西・rit・・y；pt．2A

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　　Asia

　　　　　　Publications・Govt・of　India・1976－10g　P・：　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　map・－Errata　slip　inserted・　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1973－viii，167

編者　Shaiza，　W．　　　　　　　　　　　　　　　　　p．　l　map．
　　　　　　　India・Administrator＆Ex－of丘cio　Director　of　編者　Chockaユingam，　K，1926－

　　　　　　　Census　Operations・Laccadive，　Minicoy＆　　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tamil

　　　　　　　Amindivi聴1ands　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nadu　a皿d　Pondicherry

所蔵　AMF－2（ii1971－57）5400043211　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－58）5400043245

　　　　　　　※Library　has　also　printed　form：　　　　　　　　　　　※nbrary　has　aJso　printed　fbrm：

　　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

［0602】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　106051

書名　Establishments　report＆tables，＆，　Housing　　書名　General　economic　tables／K．　Chockalingam

　　　　　　report＆tables／W・Shaiza　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　1994

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m　reel；35　mm

叢書　Census　of　India，1971；ser．29．Laccadive，　　叢書　Census　of　India，1971；ser．30．Pondicherry

　　　　　　Minicoy＆Amindivi　Islands；pt．3＆4　　　　　　　　Union　Tbrritory；pt．2B
　　　　　　International　population　census　publicatior田：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　書名　Migration　tables／K．　Chockalingam

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－xxi，341　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（血Publications，

　　　　　　P．：ill．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1994

編者　Choc㎞ingam，　K．，1926一　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm
　　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tamil　叢書　Census　of　India，1971；ser．30．Pondicherry

　　　　　　Nadu　and　Pondicherry　　　　　　　　　　　　　　　　　　Union　Territory；pt．2D

所蔵　AMF－2（ii1971－58）　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Asia

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Controller　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－iii，301　p．．

【0606】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿Filmed　with：Social　and　cultural　tables，　and，

書名　　Sociaユand　cultural　tables・and，　Special　tables　　　　　Special　tables　on　scheduled　castes（Census　of

　　　　　　on　scheduled　castes／K・Chockaユingam　　　　　　　　　India，1971．　v．30，　Pondicherry；Pt．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　2C（i）＆5A）．－Inserted　in　Pt．2C（i）＆5A（befbre

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P．［59D．－Errata　slip　inserted・

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　編者　Chockalingam，　K．，1926一

叢書　Census　of　India，1971；ser．30．Pondicherry　　　　　India．　Director　of　Census　Operations，　Tamil

　　　　　　Union　Territory；pt．2C（i）＆5A　　　　　　　　　　　　　　Nadu　and　Pondicherry

　　　　　　International　population　census　publications：　所蔵　AMF－2（ii1971－58）5400043286

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

注記　Originally　published：Delhi：Controller　of　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Publications，　Govt．　of　India，1977－108　p．：

　　　　　　map・－Filmed　with：Social　and　cultural　　　［0609】

　　　　　　tables；Fbrtility　tables（Census　of　India・1971・　書名　Indian　census　in　perspective／S．　C．　Srivastava

　　　　　　v・30，Pondicherry；Pt・2C（ii））and　with：　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Migration　tables（Pt・2D）・－Pt・2C（ii）and　2D　　　　1994

　　　　　　inserted　between　p・58　and［59］・　　　　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

編者　Chockalingam・K・，1926一　　　　　　　　　　叢書　Census　of　India，1971；Census　centenary
　　　　　　India・Di・ect…fC・n・u・OP・・ati・n・，　T・mil　　m。n。9，aph；n。．1

　　　　　　Nadu　and　P・ndi・herry　　　　　　　Int。mati。nal　p。pulati。n　cen・u・publi・ati・n・・

所蔵　AMF－2（ii1971－58）5400043260　　　　　　　　　　Asia
　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　　Originally　published：New　Delhi：OHice　of　the

　　　　　　Ld・61－12（1971）　　　　　　　　　R。亘・t・a・G・n・・al，1972－vi，416　P．．

馨響7］ ＝＝一；…ility佃b㎞／編者

出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。、ea，ch　Publi・ati・n・，所蔵A≡2（・・1971－59）54°°°43393

　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Llbrary　has　also　prlnted　fbrm：

形態・mi。，。mm，eel；35　mm　　　　　　Ld・61－12（1971）

叢書

注記念叢in副lypubli、h。d、　D，lhi、C。nt・・ll…f出版㍑：db・idg⌒・R・・ea・chPubli・ati・n・，

　　　　　　　ご蒜：霊鑑；i；f£＝1茎：蒜ll：°。：8，形態・mi…丘lm・eel；35　mm

　　　　　　　Special　tabl。，。n　sch。dul。d・品t・・（C・n・u・・f叢書C・n・u・・f　Indi・・1971；・C・n・u・centen訂y

　　　　　　　Indi。，1971．　v．30，　P。ndi・herry；Pt．　　　　m・n・9・竺ph；n・・10．　　　．．
　　　　　　　2C（i）＆5A）．－In，e，t。d　in　Pt．2C（i）＆5A（・銑・・　　In；・・nat・・nal　p・pul・t・・n　cen・u・publlcat1°ns：

　　　　　　　P．58）．－Errat・・lip　i田・・t・d．　　　　　Asla

編者　Choc㎞lingam，　K．，1926．　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Ilelhi：Manager　of

　　　　　　　India．　Di，ect。，。f　C。n，u，　Op。，ati・n・，　T・mil　　publi・ati・n・，1972－1刈・33g　P；25　cm・

　　　　　　　Nadu　and　Pondicherry　　　　　　　　　　　編者　Nigam，　R・C・（Ramesh　Chandra），1917一

所蔵　AMF－2（ii1971－58）5400043278　　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－61）5400043492
　　　　　　　※互brary　ha8　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　1、d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

［0608】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【06111
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書名　Intercensal　growth　of　population（analysis　of　　　　※Libraエy　has　also　printed丘）rm：

　　　　　　extracts　f士om　all　India　census　reports）／D．　　　　　　Ld．61－12（1971）

　　　　　　Natarajan

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［0614］

　　　　　　1gg4　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　The　changes　in　the　sex　ratio／by　D．　Natarajan

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

叢書C・n・u、。f　lndi。，1971；．C，n、u，　ce批。na，y　　　1994

　　　　　　monograph；no．3　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications：　叢書　Census　of　India，1971；・Census　centenaエy

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　monograph；no．6

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Publications，1972－xviii，225　P：ill．，　maps；　　　　　Asia

　　　　　　25cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

編者　Natarajan，　Dandapani，1905－　　　　　　　　　　　　Publications，1972－iv，105　P；25　cm・－

　　　　　　Indi・．0伍・e・f　th・R・∂・t・a・G・n・・al　　　　In・lud田bibli・9・aphi・al・e丘・en・e・・

所蔵　AMF．2（ii1971－60）5400043427　　　　　　　編者　Nataraj　an，　D　andapani，1905－

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（ii1971－61）5400043450

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－12（1971）

［06121

書名　Civil　registration　system　in　India：a　　　　　｛0615］

　　　　　　perspective　　　　　　　　　　　　　　　書名　Economic　and　socio－cultural　dimensions　of

出版 撫db・id《E・R・・e訂・hPubli・ati・n・，　蹴゜蒜㌃：副蕊ぽ二。，dinat。rsin

　　　　　　monograph；no・4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Burman；general　editor，　A．Chandra　Sekhar

注記At　h・ad・f　titl・・Indi・n・e竺・us　cent；n÷・y，　出版W・・db・idg・，　C・nn．・R・・ea・ch　Publi・ati・n・，

　　　　　　　1872－1972：monograph　serles・－OrlgmaUy　　　　　　　1994

　　　　　　　published：Delhi：Ma皿ager　of　Publications・　形態　1micro61m　reel；35　mm

　　　　　　　1972－x・213P・；26　cm・　　　　叢書C。n，u，。f　Indi。，197・；．C。n，u、　cent。na，y

別書名Indlan　census『entenary・1872－1972：　　　　　　　　monograph；no．7

　　　　　　　m°n°邸aph　senes　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen、u，　publi，ati。n，、

編者　India・Vital　Statistics　Division　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－2（ii1971－60）5400043435　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

　　　　　　　※Ubrary　has　also　priIlted　fbrm：　　　　　　　　　　　Publications，1972－lxii，538　P：ill．，　maps；25

　　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Pokshishevskii，　V．　V．（Vadim

【06131　　　　　　　　　　　Via・hesl訂・vi・h），1905一
書名　Bibliography　of　census　publications　in　India／　　　　Sda8iUk，　Galina　Vasil　evna

　　　　　　　compiled　by　C・G・Jadhav；with　assistance　of　　　　　prakasa　Rao，　V．　L．　S．，1917－

　　　　　　　Charan　Singh・Anand　Prakash；edited　by　B・　　　　　Roy　Burman，　B．　K．，1922－

　　　　　　　KRoy　Burman；with　a　fbreword　by　A・　　　　　　　　Sekhar，　Anantaramayyar　Chandra

　　　　　　　Chandra　Sekhaエ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrar　General

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　所蔵　AMF－2（ii1971－61）5400043468

　　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－12（1971）

叢書　Census　of　India，1971；．Census　centenary
　　　　　　　monograph；no．5　　　　　　　　　　　　　　　［06161

　　　　　　　1nternational　population　census　publications：　書名　　Age　and　marital　status／D．　Natarajan

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

編者　IIldia．0伍ce　of　the　Registrar　General　　　　　　　　1994

　　　　　　　Jadhav，　Chandrakmt　Ganpatrao，1930一　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　　Singh，　Chaエan，1902一　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　India，1971；．Census　centen証y

　　　　　　　Anand　Prakash　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　monograph；no．8

　　　　　　　Roy　Burman，　B．　K．，1922－　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

所蔵　　AMF－2（ii1971－60）5400043443　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　Publicatsions，1972－170　P：ill．，　maps；25　　注記　Description　based　on：1981／82．－Micro6che・

　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originaユly　published：Jaipur：Statisticaユ

編者　Nataraj　an，　Dandapani，1905－　　　　　　　　　　　Section，　C（卜operative　Department，　Rajasthan．

　　　　　　India．0伍ce　of　the　Registrar　General　　　　別書名C（テoperative　movement　in　Rajasthan

所蔵　AMF－2（ii1971－61）5400043476　　　　　　　　　　important　statistics
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Rajasthan（India）．　Co－operative　Dept．

　　　　　　1」d．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistical　Section

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1981－1982（1981－1982）AMS－4（S－550）

［06171

書名　　Extracts　from　the　aJl　India　census　reports　on　　［06201

　　　　　　1iteracy／by　D．　Natarajan　　　　　　　　　書名　Economic　review　of　India．一［Micro6che　ed．］

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　巻次等No．1（May　1952）－

　　　　　　1994　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　London：World　Micro61ms，　in　association

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970

叢書　Census　of　India，1971；．Census　centenary　　形態　2micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　monograph；no．9　　　　　　　　　　　　　注記　Microfbrm　reproduction・Originally　published：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，1952・－

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　continued　by：Quarterly　economic

注記　Originally　published：Delhi：Manager　of　　　　　　review　of　India．

　　　　　　Publicatsions，1972－v，118　P．：ill．，　maps；25編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　cm・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：1－3（1952－1952）AMS↓19（25）

編者　Natarajan，　Dandapani，1905－
　　　　　　India．　OHice　of　the　Registrar　Genera1　　　　　　10621］

所蔵　AMF－2（ii1971－61）5400043484　　　　　　　書名　Quarterly　economic　review　of
　　　　　　　※Lib，肌y　h腿。1，。　P・int。曲・m・　　　　India・一［Micr・6・he　ed・】

　　　　　　Ld．61－12（1971）　　　　　　　　　　　　　　巻次等一no・16（Jan・1956）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　London：World　Micro61ms，　in品sociation

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970

経済統計一般　　　　　　　　　　　形態　9micr・丘・h・・；11　x　15・m
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：No．5（Apr．1953）．一

［06181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

書名　　Basic　statistics　relating　to　the　Indian　economy　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　　／Pla皿ing　Commission，　Statistics　and　　　　　　　　　1953－1956．－Filmed　with：annual　supPlement・

　　　　　　　Surveys　Division．一［Microfiche　ed．］　　　　　　　　　　Inida．1955．－Originally　continues：Economic

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC　　　　　　　　　　review　of　India．－Originally　continued　by：

注記　Originally　published：New　Delhi．－Vbls．　fbr　　　　　Three　monthly　economic　review　of　India・

　　　　　　　1976／77－．－Vbls．　fbr　1972／73－prepared　by　　別書名Economic　review　of　India

　　　　　　　Central　Statistical　Organisation，　Dept．　of　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　　Statistics，　Ministry　of　Planning，　Government　所蔵　VOL：5－16（1953－1956）AMS－L－19（25）

　　　　　　　of　India．－Each　vol．　covers　period　beginning

　　　　　　　with　1950．－Vbls．　fbr　1969／70－published　by　　［06221

　　　　　　　the　Manager　of　Publications，　Delhi；Vbls．　fbr　書名　Three　monthly　economic　review　of　India

　　　　　　　1972／73？－published　by　the　Controller　of　　　巻次等No．17（Apr．1956）－no．47（Oct・1963）

　　　　　　　Publications・　　　　　　　　　　　　　　　出版　London：World　Micro丘lms，　in　association

別書名Bharatiya　artha－vyavastha　sambandhi　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970

　　　　　　　adhara－bhuta　ankare　　　　　　　　　　　　形態　24　micro6ches；11　x　15　cm

編者　India・Planning　Commission・Statistics＆　　　注記　Microfbrm　reproduction．　Originaユly　published：

　　　　　　　Surveys　Division　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　　India．　Central　Statistical　Organisation　　　　　　　　　1956．1963．－Filmed　with：A皿ual

所蔵　VOL　1950－1976，　S978－1982，　S984－1985，　S987　　　　supPlement．　Inida．1956－1957；Three－monthly

　　　　　　　（1950－1987）AMS－4（AS－144）　　　　　　　　　　　　economic　review．　An皿aユsupPlement・India・

　　　　　　　※LACK：1973／74；1976／77；1977／78　　　　　　　　1958－1963．一一〇riginally　no・24（Jan・1958）－no・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47（Oct、1963）issued　under　the　title：

［0619】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Three－monthly　economic　review・India・一

書名　　Important　statistics　relating　to　co－operative　　　　　　Originally　continues：Quarterly　economic

　　　　　　　movement　in　Raj　asthan．一［Microfiche　ed．］　　　　　　　review　of　India．－Originally　continued　by：

出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　　　　Quarterly　economic　review・India・
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別書名Economic　review　of　India　　　　　　　　　　　書名　　Statistics　fbr　planning／issued　by　the　Bureau

　　　　　　Three－monthly　economic　review．　India　　　　　　　　of　Economics　and　Statistics

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　　　　　Kerala・一［Micro6che　ed・1

所蔵　VOL：17－47（1956－1963）AMS－L－19（25）　　　　出版　Leiden：IDC，c1994

馨箸31Qua，t。，lyec。n。mi，，ev－India－｛Mi㏄。6。h。鶏㌔鮮灘⊇・d・ftitle

巻⇒48（」一・964主nα56（Dec．・965）；・966，2＝＝㌶i＝已・よ灘1；f

　　　　　　n・・1（Ma・・1966）－1966，　n・・2（Jun・1966）　　v・1・．飴・〈1983－〉拍・u・d　by　Di・ect。・at。。f

出版　London：World　Micro61ms，　in品sociation　　　　　　Economics　and　Statistics；vols．品r〈1986＞．

　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970　　　　　　issued　by：Depaエtment　of　Economics＆

形態　6microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Statistics．

注記　Microfbrm　reproduction・Originally　published：編者　Kerala（India）．　Bureau　of　Economics　and

　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，　　　　　　　　　Statistics

　　　　　　1964－1966・－Filmed　with：Quarterly　economic　　　　Kerala（India）．　Directorate　of　Economics　and

　　　　　　review．　Annual　supplement．　Inida．1964－1965．　　　　Statistics

　　　　　　－Originally　continues：Three　monthly　　　　　　　　　Kerala（India）．　Dept．　of　Economics＆

　　　　　　economic　review　of　India．－Originally　　　　　　　　　Statistics

　　　　　　；：瓢認：Qua「te「1yec°n°mic「evi　所蔵v・L・97τ1986（・97τ・986）AMS－4（＆536）

別書名Economic　review　of　India

鷲襯麗㌶麟e（Unit（Great　Britain）1964－1965；1966－1966）農林水産業

　　　　　　AMS－L－19（25）　　　　　　　　　　　　　　　［06261

［・6241　　　　　　書名蕊：罐cε1躍：：職1蕊：欝’
；i等灘難1：：－ll等総欝亘ll1966／67卜’

　　　　　　with　th。　E，。n。mi、t　lnt。llig。nce　Unit，。1970．注記M・三・・6・h・・0・・g・n・lly　publ・sh・d・Bangal・・e，

形態　67micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Indla：The　Secretaエy，　Cof［be　Boardl　Ig69－・一

注記

　　　　　　｝；2：湾・＝蒜煕謡ごPP’ement器！71＝㍑；1認瓢5／76

　　　　　　竃醗鋸蹴㌶）t』｛瓢ξ漂＝二w・

　　　　　　review　of　India，　Nepal．－Originally　　　　　所蔵　VOL　1964－1978，　S985－1986（1964－1986）

　　　　　　ISSN・01423851．－0・iginally。。ntinu。，、　　　AMS－4（AS－69）

　　　　　　Quarterly　economic　review．　India．一　　　　　　　　　　※lack：1973／74；1964／65－1977／78　also　in

　　　　　　Originally　ceased　with　1986，　no．1（1986）and　　　　micro丘che：AMS－L16（11）；1973／74，　S978－83，

　　　　　　split　into：Country　report．　India，　Nepal，　and：　　　　　　S985－86　in　original　ed・：Lea・61－91

　　　　　　　Country　profile．　India，　Nepal．．

別酩E。。n。mic　revi。w。f　lndi。孤d　N。p。1　　［°6271

　　　　　　E．1．U．　qua苫terly　economic　review．　India，　Nepal書名　Co－operation　with　the　Central　Mining

　　　　　　　Quarterly　economic　reviews．　India　Nepal　　　　　　　Research　Station，　Dhanbad・India／report

　　　　　　　QER．　India，　Nepal　　　　　　　　　　　　　　　　　　prepared　fbr　the　government　of　India　by　the

　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　India　Nepal　　　　　　　International　Labour　Organisation，　acting　as

霞監職麟＝（（Great　Britain1966－1983））　鑛㍑agency品「theUnitedNat’°ns

　　　　　　AMS－L19（25）　　　　　　　　　　　　　　出版　Ann　Arbor，　Michigan：University　Micromms・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1968

｛06251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1microfilm　reel；35　mm
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注記　MicromnL　Originally　published：［Geneva］：　　注記　Description　based　on：1959／60（1959／60）．－

　　　　　　United　Nations　Special　Flmd，　International　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Bangalore，

　　　　　　Labour　Organisatio叫［1965］－52　p．：ill；28　　　　　　　1ndia：The　Secretar）㍉Cof【ee　Boaエd，一［1964？］．

　　　　　　cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Originally　continued　by：Co危e　statistics

編者　International　Labour　Organisation　　　　　　　　　（Bangalo⇒India）・

　　　　　　United　Nations　Special　Fund　　　　　　　　編者　India　Co危e　Board・Statistical　Section

所蔵　AMF．B．44（17）5288378127　　　　　　　　所蔵　VOL：1959－1964（1959－1964）AMS－4（AS－69）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1959／60－1963／64also　in　micro6che：

［0628】　　　　　　　　　　　　AM＆L16（11）；1973／74　S97＆198ぴS985／86
書名　Indian　agricultural　statistic＆VbL　2　Detailed　　　　in　original　e（t：Lea6L91

出版　Leid⇒The　Netherlands：IDC　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1962（1962）．一

注記　Originaユly　published：Delhi：Economic　and　　　　　Originally　prepared　by　Statistics　Branch－

　　　　　　Statistical　Adviser，　Ministry　of　R）od　and　　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Calcutta：

　　　　　　Agriculture，1953－・－In　English＆Hindi，68th　　　　　］［ba　Board．－1962－1978／79　issue　called　also

　　　　　　issue（1965－66＆1966－67）一・－68th　issue　　　　　　　　　　　　gth－25th　in　Introduction．

　　　　　　（1965－66＆1966－67）－have　also　Hindi　title・一　編者　India』ba　Board

　　　　　　66th　issue－69th　issue　droPPed：Detailed　tables　所蔵　VOL：1962－1971，　S976－1986（1962－1986）

別書名Bharatiya　krshi　ankade・Vbl・2　　　　　　　　　　AMS－4（A＆56）
　　　　　　Bharatiya　krshi　sankhyiki・Khanda　2　　　　　　　　　※1962－71，　S976－79　in　AMS－L－16（15）；

編者　India　Directorate　of　Economics　and　Statistics　　　　lacks：1967／68，　S971／72－1975／76，　S977／78，

所蔵　VOL：58－64　S6－6ちS9（1947－1970）　　　　　　　　　S984／85；also　in　printed　fbrm：Lea・6L78

　　　　　　AMS－4（AS－58）

　　　　　　※60－61，S3－64，　S6，　S8－69　in　original　ed．：

　　　　　　L。a6M；58．6ぴS“7　S9　a1、。　in　mi…丘・h・・　貿易

　　　　　　AMS－L16（12）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［06321

出版　Leide隅The　Netherlands：IDC　　　　　　　注記　Originally　published：Delhi：Manager　of

形態　micro丘ches；11　x　15cm　　　　　　　　　　　　　　publications，1960告一Text　in　English　and

注記　Originally　published：New　Delhi：Economic　　　　　Hindi，　May　1977－．－Originally　title　in　English

　　　　　　and　Statistical　Adviser，　Ministry　of　Fbod　and　　　　　and　Hindi，　ApL　1978－．－Report　year　ends

　　　　　　Agriculture，1952－．　　　　　　　　　　　　　　　　　Mar．31．－Each　issue　includes　data

編者　India．　Directorate　of　Economics　and　Statistics　　　　cumulative　from　the　beginning　of　the　report

所蔵　VOL　32．40，　S2－4g　S1詣3（1947－1975）　　　　　　　　yeaL－Originally　Malch　issue　aft？「1986＝

　　　　　　AM＆4（A＆58）　　　　　　　　A皿ual　numb・L－On鯉ly・・ntlnues：
　　　　　　※3臥S＆3乳SぴSτ48，S7（・95L・99・）in　　M・竺thly・tati・tics・f　th・｝「ade°f1ndia

　　　　　　。，iginal。乱、　L。a6L4；3多4q　S44ちSg　SL52縮Ind・⊇・p七・f　C・mm・・c・al　Intelllgence　and

　　　　　　曲㎞m⊇』A臓・6（12）　所蔵C8：11；。（、2㍉S96、（3ΣS962（3ΣS963（3L

寳㍗＜＝ご　　iiiil…　　iii…　iiiii…　iiil欝

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　【0633】
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書名　Monthly　statistics　of　the　fbreign　trade　of　India書名　Monthly　statistics　of　the　fbreign　trade　of

　　　　　　／Department　of　Commercial　Intelligence　and　　　　　India．　Vblume　I，　Exports　and　r÷exports／

　　　　　　statistics，　Calcutta，　Government　of　　　　　　　　　　Department　of　Commercial　Intelligence　and

　　　　　　India．一［Micro丘che　ed．l　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics，　Calcutta，　Government　of

巻次等Jan、1957（Ja．1957）－　　　　　　　　　　　　　　　India・－IMicro6che　ed・1

出版　Leiden：IDC　　　　　　　　　　　　　　巻次等Apr．1960（Apr．1960）一

注記　　Micro丘che．　Originally　published：Delhi：　　　出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC

　　　　　　Manager　of　Publications，1957－・－Issues　fbr　　注記　Tbxt　in　English　and　Hindi，　May　1977－．－Title

　　　　　　Apr・1978－・－Vbl・長）r　Dec・1959・and　　　　　　　　　　in　English　and　Hindi，　Apr．1978－．－Originally

　　　　　　b・ginning　Ap・・1960・a・h　i部u・publi・h・d　in　2　　publi，h。d、　D・lh仁R・p。・t　y・a・end、　M。・．31．

　　　　　　pts・：1・Exports　and　re－exports；2・Imports・一　　　　　＿Each　issue　includes　data　cumulative　f士om　the

　　　　　　R・p・・ty・a・わ・1957－M…1960・nd・Dec・31；　　b・ginning・f　th・・ep・・t　y・a・．－Ma・ch　issu・

　　　　　　fbr　Apr・1960－・－Summary：Each　issue　　　　　　　　after　1986＝Annual　number．＿Continues：

　　　　　　in・ludes　d・t・・umulativ・仕・m　th・b・ginning　　M・nthly・tati・tics・f　th。品・eign　t・ad。・f　India

　　　　　　l；1鰐゜瞬緯麟蒜可編者皇麟P七・fC・mm・・ci砿Int・llig・nceand

　　　　　　1977－．－Orlglnally　contlnues：India．　Dept．　of
　　　　　　Commercial　Intelligence　and　Statistics．　　　　所蔵　VOL：1960（12），　S961（3），　S962（3），　S963（3），

　　　　　　Acc・unts　rel。ting　t。　th。品，eign　t，ad。　and　　　S964（3），　S965（3），　S972（3），　S973（1－3），　S974（3），

　　　　．navig。ti。n。f　Indi。．－Mi，，。丘。he　ed．　　　　S975（3），　S976（3）・S977（3）・S978（3）・S979（3），

　　　　　　，ep，。du，ed　with、　SupP1。m。nt，．　　　　　S980（3），　S981（3），　S982（3），　S983（3），　S984（3），

別酩Bh。，at。　k。　vid。，a　vyap肌。　ki　m典，ankhyiki　S986（3）（1960－1986）AMS－4（AS－60）

　　　　　　Monthly　statistics　of　the　fbreign　trade　of　　　　　　　※Library　has　also　in　originaled・：ZL21（1）；

　　　　　　India．　Vblume　I，　Exports　and　re－exports　　　　　　　also　in　micro6che：AMS－L16（13）

　　　　　　Monthly　statistics　of　the量）reign　trade　of

　　　　　　India．　Vblume　II，　Imports　　　　　　　　　　　［06361

編者　India．　Dept．　of　Commercial　Intelligence　and　書名　SupPlement　to　Monthly　statistics　of　the

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fbreign　trade　of　India／Department　of

所蔵　VOL　1958（12），　S961（3），　S962（3），　S963（3），　　　　　Commercial　Intelligence　and　Statistics，

　　　　　　S964（3），　S965（3），　S972（3），　S974（3），　S975（3），　　G・v・mm・nt・f　Indi・・一［Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　S976（3），　S977（3），　S978（3）（1958－1978）　　　　出版　Zug：IDC

　　　　　　AMS－L－16（13）　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　　※Ubrary　has　aユso　in　originaユed・：ZL21・　　注記　Description　based　on：Dec．1958．－

　　　　　　SL21（1），　SL21（2）；・1・・in　mi…丘・h・・　　　Mi…丘・h・．0・iginally　publi・h・d・D・lhi、

　　　　　　AMS－4（AS－60）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications．

［・6341　　　　　　縮蹴t慧pt・°fC°mme「ci砿Inte’”gence　and
書名 麗器灘蒜＝1蕊蒜鴇a所蔵V・L・1958（・2），S959（12），S96・（3），S96L196ぴ

　　　　　　　，t。ti，ti，、，ω。utt。，　G。v。，nm。nt。f　　　　S964（3），　S965（3），　S9710－19720（1958－1986）

　　　　　　　India－［Mi…6・he　ed］　　　　　　AMS－4（AS－60）

巻次等一Maエ．1960（Mal．1960）　　　　　　　　　　　　　　※19590－19610　in　original　ed・：ZL21；

出版　Zug，　Switzerland：IDC　　　　　　　　　　　　　19610－19720　also　in　micro6che：

形態mi。，。丘ce，；11　x・5。m　　　　　　AMS－L16（13）

注記　Description　ba8ed　on：Dec．1958．－VLYR　of

　　　　　　　聯竺｝麗b；鑑蕊麟：膓b麗：金融・財政閣発

　　　　　　　孟i瓢＝嘘謡；：lt＝：二七【・637】　　　　．

編者 ㌶t慧P－・mm・・ci瓠Int・llig・n・eand書名＝嘉：／G°ve「nment°fInd1⇒P’ann’ng

所蔵VOL・958（・2），　S959（・2），　S960（3）（・958．・960）出版Zug，　Switze・1and・lnt・・D・・um・ntati・n

　　　　　　　AMS－4（AS．60）　　　　　　　　C・mpany，［19－］
　　　　　　　※1957（9－10），S959（4－12），　S960（1－3）in　　　　形態　22　micro6ches；11×15　cm

　　　　　　　originaJ　ed．：ZL21；1958（12）also　in　　　　　注記　Micro6che・Originally　published：【Delhi］：The

　　　　　　　micro6che：AMS↓16（13）　　　　　　　　　　　　　　Commission，｛1966－19721（7　v．）．－IDC　order

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no：D－705，　D－706，　D－707，　D－1330，　D－1551，

［06351　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D－1668，D－1669．
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別書名Annual　plan，1966－67　　　　　　　　　　　　　　　　　1976／77　includes　separately　paged：Report　on

　　　　　　Annual　plan，1967－68　　　　　．　　　　　　　　　　　　　trend　and　progress　of　banking　in　India；and

　　　　　　Annual　plan，1968－69　　　　　　　　　　　　　　　　　from　1977／78－，　this　paエt　issued　sepalately

　　　　　　Annual　plan，1969－70　　　　　　　　　　　　　　　　　under　the　title；and　the　micro6che　ed．

　　　　　　Annual　plan，1970－71　　　　　　　　　　　　　　　　　excludes　the　part　fごom　1977／78－．－OriginaJly

　　　　　　A皿uaユplan，1971－72　　　　　　　　　　　　　　　　　　merger　of：Report　of　the　Central　Board　of

　　　　　　Annual　plan，1972－73　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Directors　fbr　the　year　ended　June　30＿：

編者　India．　Planning　Commission　　　　　　　　　　　　submitted　to　the　Central　Government　in　terms

所蔵　1967－1968：AMS－B－33（11A）5288401242　　　　　　0f　Section　53（2）of　The　Reserve　Bank　of　India

　　　　　　※Library　has　also　original　ed．　vols　fbr　　　　　　Act／Reserve　Bank　of　India；and，　Trend　and

　　　　　　1968／69－1973／74・L・．61－21（A）；mi…61m・d．　　P・・9・ess・f　ba輌g　in　lndia・annual・ep・・t

　　　　　　vols　fbr　1966．67：AMF．B43．3　　　　　　　　　　　　under　section　36（2）of　The　Banking

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Companies　Act，1949／Reserve　Bank　of　India．

［06381　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Reserve　Bank　of　India　annual　report

書名　Annual　plan／Government　of　India．　Pla皿ning　　　　Varshika　riporta

　　　　　　Commission　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bharatiya　Rizaエva　Bainka　varshika　riporta

出版　　｛Tbkyo：Maruzen，1968？］　　　　　　　　　　　　　Report　on　trend　and　progress　of　banking　in

形態　1reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　India
注記　Description　based　on：1966－67（1966－67）．一　　編者　Reserve　Bank　of　India

　　　　　　Micro丘lm．　Origina皿y　published：New　Delhi：　　　　　Reserve　Bank　of　India　Central　Board　of

　　　　　　Govt．　of　India，　Planning　Commission．－　　　　　　　　Directors

　　　　　　Micromm　ed．　issued　in　series：アジア・アフリ　所蔵　VOL　1970－1990（1970－1990）AMS－4（AS－54）

　　　　　　力地域経済計画集成：37か国収録／編集アジ
　　　　　　ア経済研究所一マイクロフィルム版，reel　3．．　10641］

別書名アジア・アフリカ地域経済計画集成：37か国収書名　Annual　report／The　Central　Bank　of　India，

　　　　　　録／編集：アジア経済研究所　　　　　　　　　　　　Limitedr［Micro6che　ed・］

編者　India．　Planning　Commission　　　　　　　　巻次等1956（1956）－1968（1968）

所蔵　VOL：1966－1967（1966－1967）AMF－B－43（3）　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co・・1981

　　　　　　※Libraエy　has　also　original　ed．　of　vols．　fbr　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　1968／69－1973／74：Le．61－21（A）；vol．　fbr　　　　注記　Micro丘che・Originally　published：［Bombay］：

　　　　　　1967－68in　micro丘che：AMS－B－33（11A）　　　　　　　　Central　Bank　of　India，［1957－1969］・－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Micro6che　ed．　has　a　header　title：Statement　of

【063gl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　accounts　and　report．－Originally　continues：

書名　Annuaheport／Bank　of　India．一［Micro6che　　　　　Report　of　directors　and　balance　sheet　as．＿－

　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originaユly　continued　by：Statement　of

巻次等1970（1970）－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　accounts　and　report・

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981　　　　別書名Statement　of　accounts　and　report

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　編者　Central　Bank　of　India

注記　Title　from　original　cover．－Micro丘che．　　　　所蔵　VOL：1956－1968（1956－1968）AMS－4（AS－52）

　　　　　　Originally　published：［Bombay］：Bank　of　　　　　　　※1956－1965，　S967－1968　also　in　micro6che：

　　　　　　India，［1971］一ドOriginally　continues：　　　　　　　　AMS－L　16（17）

　　　　　　Directors，　report　and　statement　of　accounts．

編者　Bank　of　India　　　　　　　　　　　　　　　［06421

所蔵　VOL：1970－1978（1970－1978）AMS－4（AS－53）　書名　Ayojana　bajata＝Plan　budget　fbr
　　　　　　※Library　has　also　in　micro6che：　　　　　　　　　　・…一［Micro丘che　ed・］

　　　　　　AMS－L16（16）　　　　　　　　　　　　　　　出版　　Leiden：IDC，c1992

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

［0640】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1980／81．－Micro丘che．

書名　Annual　report／Reserve　Bank　of　　　　　　　　　Originally　published：｛New　Delhi］：Bharata
　　　　　　India・一［Micro6che　ed・］　　　　　　　　　　　　　　　　Sarakara，　Vitta　Mantralaya，　Bajata　Prabhaga．

巻次等1970（1970）一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一VrYR　of　LC／MARC：1974／75（1974／75）一．一

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC　　　　　　　　　　ChieHy　tables．－English　and　Hindi．一

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Originally　continues：India・Dept・of

注記　Originaユly　published：Bombay：Reserve　Bank　　　　Economic　Affξ亘rs・Ayojana　tatha　baj　ata　ka

　　　　　　of　India．－Vbls．　fbr　1985／86－in　English　and　　　　　　Paエasparika　sambandha；baj　ata　anumana・

　　　　　　Hidi，　with　Hindi　t．P．　and　English　t．P．．－Some編者　India・Baj　ata　prabhaga

　　　　　　issues　have　title：Reserve　Bank　of　India　annual　　　　India．　Ministry　of　Finance．　Budget　Division

　　　　　　report．－Report　year　ends　June　30．－Vbl．　fbr所蔵　VOL：1980－1987（1980－1987）AMS－4（S－314）
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　　　　　　※See　also，’Budget”〈500000038122＞：　　　　　　　　Memorandum　explaining　the　provisions　in　the

　　　　　　Lec．61－12，　AMS－4（AS－57）（1976－1987）and　　　　　　6nance　bill

　　　　　　AMS－L－16（110）（1976－1980）　　　　　　　　　　　　　Plan　budget　fbr＿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Speech　of＿introducing　the　railway　budget

［0643】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fbr．．．

書名　Budget　at　a　glance／Government　of　　　　　　　　Summary　of　demands　fbr　grants　fbr．．．

　　　　　　India．一［Micro丘che　ed．】　　　　　　　　　　　　　　Works，　machinery　and　rolling　stock

出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　　　　programmes　of　railway　fbr…
形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　編者　India・Ministry　of　Finance

注記　Description　based　on：1980／81．－Micro6che．　　　　India・Finance　Dept

　　　　　　Originally　published：［New　Delhi］：Ministry　of所蔵　VOL：1945－1988（1945－1988）AMS－4（AS－57）

　　　　　　Finance，　Budget　Division．－Originally　vols．　　　　※LACK：1967／68（1），　S980／81（1）；五brary　has

　　　　　　fbr　1987／88（1987／88）－have　Hindi　title：　　　　　　　　　also　in　original　ed・：Lec・61－12　a皿d　also　in

　　　　　　Baj　ata　ka　Sara．－In　English，－1986／87　　　　　　　　micro丘che：AMS－L16（110）

　　　　　　9㌶1．InEng”shandH’nd’，1987／88｛・6451

別書名Bajata　eka　vihangama　drshti　　　　　　　　書名　Budget　in　brief／Union　Territory　of　Goa，

瀦Indi。．　Mini、t，y。f　Fin。nce．　Budg。t　Divi，i。n　　Drman　and　Diu・一｛Mi…6・Oe　ed・］

所蔵

［0644】　　　　　　　　　　　Ec°n°mics，　St・ti・tics　and　Evaluati・n・一

書名

出版L・・d・n，Th・N・th・・1・nd・・IDC　　　編者G。a，　D＿孤d　Diu（India）．　Bu，eau。f

注記　Description　based　on：1945／46（1945／46）・－　　　　　Economics，　Statistics＆Evaluation

　　　　　　O・ゆ・11y　publi・h・d・D・1hi・G・vt・・f　India　　G・a，　Daman　and　Diu（Indi・）．　D・pt．・f

　　　　　　Press．－Issued　in　2　pts．，　Pt．1：Railway　　　　　　　　　pla皿ning＆Statistics

　　　　　　budget，　pt・2；General　budget・－Title　varies　　　　　　Goa，　Daman　and　Diu（India）．　Directorate　of

　　　　　　slightly－From　vols量）r　1981／82，　Budget　　　　　　　planning，　Statistics＆Evaluation

　　　　　　v・lum・品・・…－In・lud・・an・th・・titles　　　G・a（Indi・・St・t・）．　Di・e・t・・at・・f　Pla皿ing，

　　　　　　relating　to　budget・－Originally　issued　by：　　　　　　　　　Statistics，　and　Evaluation

　　　　　　Min拍try　of　Finance，1947／48（1947／48）一・一　　所蔵　VOL：1975－1990（1975－1990）AMS，4（AS．193）

別書名：＝麗，⊇71｛号ld：IMini，t，y。f　※la・k・・982／83；・988／89

　　　　　　Finance　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［06461

　　　　　　Budget　fbr…　　　　　　　　　　　　　　　書名　Development　schemes　in　the丘rst　6ve　year　plan

　　　　　　Budget　volume　fbr…　　　　　　　　　　　　　　　　　／Government　of　India，　Planning　Commission

　　　　　　Budget　at　a　glance　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Budget　at　a　glance　and・xpl・n・t・・y　　　　C・mp・ny，｛19－］

　　　　　　＝＝＝〔udget°fthe　Cent「a’形態3mi…丘・h・・；・・X・5・m

　　　　　　：1＝器・ntbudg・・…　別書名隠＝蒜認1：監，d。v。1。pm。nt

　　　　　　Explan・t・・y　m・m・・皿dum。n　th。　R。ilw可　　　sch・m・・in　th・丘rst　6v・y・a・plan

　　　　　　budget　fbL．．　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　Planning　Commission

　　　　　　The　6nance　bil1　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（11D－1）5288401259

　　　　　　The　Gazette　of　India．　Extraordinary

　　　　　　K・yt・th。　budg。t　d。。um。nt，　　　　［06471

　　　　　　Key　to　the　railway　budget　documents　fbr．．．　書名　Directors’report　and　statement　of　accounts／

　　　　　　Memorandum　explaining　the　proposals　fbr　　　　　　Bank　of　India・－IMicro丘che　ed・］

　　　　　　a（Uustments　in　freight　rates　and　fares　in　the　　巻次等一1969（1969）

　　　　　　railway　budget＿　　　　　　　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981
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形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Micro6che．　Originally　published：［New　Delhil：

注記　Description　based　on：1969（1969）．－　　　　　　　　Planning　Commission，　Govt・of　India，

　　　　　　Mi。，。6。h。．0・igin・lly　publi・h・d・【B・mb・y］・　　［1976？］（vii，162　P・）・

　　　　　　Ba皿k　of　India，［19－？－1970］．－Micro丘che　ed．　編者　India・Planning　Commission

　　　　　　has　a　header　title：Annual　report．－Originally所蔵　AMS－B－33（11）5288401234

別酩＝蕊tAnnua’「ep°「七　　【・6521，　　．

霧灘二、969）AM＆4（A＆53）鵠竃撒曇罐二m・nt・ti・n

　　　　　　※Lib・a・y　h⊇・・in　micr・6・h・・　　　形態2mi，，。丘，h。、；11×15。m

　　　　　　AMS－L－16（16）　　　　　　注記Mi。，。丘。h。．0，i∂nally　publ拍h・d・［J・ipu・1・

馨署81

出版　Zug・Switzerland：Inter　Documentation　　　編者　Jaipur．　Development　and　Planning

　　　　　　C・mpany，1975　　　　　　　　D。pa，tm。nt
形態　9micro丘ches；11×15　cm　　　　　　　　　　所蔵　AMS．B－33（J1）5288401366
注記　Micro丘che．　Originally　published：INew　Delhi］：

　　　　　　Planning　Commission，［1973］，（2　v・）・－Header　［0653】

　　　　　　title：India：Government　of　India：draft丘fth　書名　Five　year　plan　progress　report　fbr　1951－52　and

　　　　　　丘ve　year　plan，1974－1979・－IDC　order　no：　　　　　　　1952－53／Government　of　India，　Planning

　　　　　　　D－1808．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commission

別書名India：Government　of　India：draft　6fth　6ve　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　　year　plan，1974－1979　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，［19－】

編者　India．　Pla皿ing　Commission　　　　　　　　　形態　4micro丘ches；11×15　cm
所蔵　AMS－B－33（11D－3）5288401275　　　　　　　注記　Micro6che・Originally　published：［New　Delhil：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Planning　Commission］，［1953］（ii，174　p．）．－

10649】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Header　title：India：Planning　Commission：

書名　Draft丘ve　year　plan，1978－83　　　　　　　　　　　6ve　year　plan　progress　report　fbr　1951－52　and

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　1952－53．－IDC　order　no：D－441．

　　　　　　　Company，1979　　　　　　　　　　　　　別書名India：Planning　Commission：丘ve　year　plan

形態　6micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Progress　report　fbr　1951－52　and　1952’53

注記　Micro丘che．　Originally　published：Delhi：　　　編者　India・Planning　Commission

　　　　　　　Controller　of　Publications，1978（xii，276　P．）．　所蔵　AMS－B－33（11P）5288401309

編者　India．　Planning　Commission　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　original　ed．　vols　fbr

所蔵AMS．B．33（11D．4）52884・・291　　　　1953－1955・L・・61－21（P）

馨τ゜IExplanat。，ym。m。，－dum。nth。b竺dg。t。f塁τ4］

ぴ＝＝艦1＝田，i。n

出版　Lelden：IDC・c1992　　　　　　　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：［New　Delhi］：

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Govt．　of　India，　Planning　Commission，

注記　Description　based　on：1979／80・－Micro丘che・　　　　［1969］（xii，357　P．）．－Header　title：India：

　　　　　　0・iginally　publi・h・d・［N・w　D・lhil・　　　　Pla皿ing　C。mmissi・n・飴u・th　6v・y・a・pl・n，

　　　　　　Government　of　India　Ministry　of　Finance　　　　　　　1969．74：draft．＿Includes　index．－IDC　order

　　　　　　Budget　Division．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no：D－897．

編者　India・Ministry　of　Finance・Budget　Division　別書名India：Planning　Commission：fburth　6ve　year

所蔵　VOL：1979－1987（1979－1987）AMS－4（S－315）　　　　　pla皿，1969－74：draft

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India．　Planning　Commission

［0651】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（11D－2）5288401267
書名　　Fifth　five　year　plan，1974－79

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　【0655】
　　　　　　Company，1978　　　　　　　　　　　　　書名　Fburth丘ve　year　plan：adra丘outline／

形態　3micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Government　of　India，　Planning　Commission



193

出版　［Tbkyo］：Maruzen，［1968？］　　　　　　　　　形態　　5　micro6ches；11×15　cm

形態　1micromm　reel；35　mm　　　・　　　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：【New　Delhi】：

叢書　　アジア・アフリカ地域経済計画集成：37か国収　　　　Pla皿ing　Commission，1964（261　P．）．－Header

　　　　　　録／編集：アジア経済研究所；no．3　　　　　　　　　title：India：Planning　Commission：notes　on

注記　Micro丘lm・Originally　published：［Delhi：s．n．，　　　　perspective　of　development，　India：1960－61　to

　　　　　　1966］－xiii，430　P．．－Includes　index．　　　　　　　　　1975－76・一”Preliminary　draft　fbr　discussion，

編者　India．　Planning　Commission　　　　　　　　　　　　pPD　17－4－1964・”・－IDC　order　no：D－449・

所蔵　AMF－B－43（3）5400045091　　　　　　　　　男1」書名India：Pla皿ning　Commission：notes　on
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　perspective　of　development，　India：1960－61　to

lO6561　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975－76

書名　Fburth　6ve　year　plan：revised　outlay，1969－74　編者　India．　Planning　Commission．　Perspective

　　　　　　／Government　of　India，　Pla皿ning　Commission　　　　　Planning　Division

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　所蔵　AMS－B－33（13）5288401333
　　　　　　Company，［19－］

形態　　1micro丘che；11×15　cm　　　　　　　　　　【0660】

注記　Micro6che．　Originally　published：｛New　Delhi］：書名　Post－wadevelopment　plans　in　Orissa：second

　　　　　　Planning　Commission，1970（27　P．）．－Header　　　　　draft，　documents／published　with　the

　　　　　　title：India：Planning　Commission：fburth　　　　　　authority　of　the　Government　of　Orissa

　　　　　　6ve　year　plan：revised　outlay，1969－74．一　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　－”Adapted　on　March　221970　by　the　National　　　　　Company，［19－］

　　　　　　Development　Council　and　presented　to　　　　形態　　11　micro丘ches；11×15　cm

　　　　　　Parliament　on　March　241970”．－IDC　order　注記　Micro丘che．　Originally　pub廊hed：［Cuttack］：

　　　　　　no：D－1096．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［s．n．1，［1946］（588　p．）．－Header　title：Orissa：

別書名India：Planning　Commission：fburth　6ve　year　　　　Post－waエdevelopmnet　plans　in　Orissa．－IDC

　　　　　　plan：revised　outlay，1969－74　　　　　　　　　　　　　　　0rder　no：D－488．

編者　India．　Planning　Commission　　　　　　　　別書名Orissa：post－war　developmnet　plans　in　Orissa

所蔵　AMS－B－33（11R）5288401317　　　　　　　　編者　Orissa（India）噛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（01）5288401473

［06571

書名　India’s丘ve　year　plans：an　economic　analysis，　10661】

　　　　　　including　an　analysis　of　the　fifth　plan／Dhires　書名　　Progress　of　the　plan：ashort　survey　of　the

　　　　　　Bhattacharyya．－5th　ed　　　　　　　　　　　　　　　　working　of　the　6ve　year　plan　fごom　Apri11951

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　to　September　1953／Government　of　India，

　　　　　　Company，1979　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Planning　Commission

形態　2micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

注記　Micro丘che．　Originally　published：Calcutta：　　　　　Company，［19－］

　　　　　　Progressive　Publishers，1975（162　P．）．　　　　形態　4micro6ches；11×15　cm

編者　Bhattacharyya，　Dhires　　　　　　　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：New　Delhi：

所蔵　AMS－B－33（15）5288401358　　　　　　　　　　　　Printed　in　India　by　the　manager，　Govt．　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　India　Press，1954（ii，　iii，137　p．）．－Header

lO658】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　title：India：Planning　Commission：progress

書名　Memorandum　on　the　fburth　6ve　year　plan／　　　　　of　the　plan：ashort　survey　of　the　workillg　of

　　　　　　Government　of　India，　Planning　Commission　　　　　　the　five　year　plan　fごom　April　1951　to

出版　［Tbkyo］：Maruzen，［1968？l　　　　　　　　　　　　September　1953・－IDC　order　no：D－442・

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　別書名India：Planning　Commission：progress　of　the

叢書　アジア・アフリカ地域経済計画集成：37か国収　　　　plan：ashort　survey　of　the　working　of　the　6ve

　　　　　　録／編集：アジア経済研究所；no．3　　　　　　　　　year　plan　f士om　April　1951　to　September　1953

注記　Micromm．　Originally　published：［Delhi：s．n．］，編者　India・Planning　Commission

　　　　　　1964－97P．．　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（14）5288401341

編者　India．　Planning　Commission　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　original　ed．　Bnc－133

所蔵　AMF－B－43（3）5400045083
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0662】

【0659】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Report　of　directors　and　balance　sheet　as　at＿

書名　Notes　on　perspective　of　development，　India：　　　　／The　Central　Bank　of　India，

　　　　　　1960－61to　1975－76／Pla皿ing　Commission，　　　　　nmited・一［Microfiche　ed・］

　　　　　　Perspective　Planning　Division　　　　　　　　巻次等一1955（1955）

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981

　　　　　　Company，119－1　　　　　　　　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm
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注記　Description　based　on：1953（1953）．－　　　　　　　　Bharata　mem　bainkinga　ki　pravrtti　evam
　　　　　　Mi。，。丘，h。．0・igin泣ly　publi・h・d・［B・mbay］・　　P・ag・ti－sambandhi・ip・・t・・－R・p・・t　y・a・end・

　　　　　　Central　Bank　of　India，［19－？－1956］．－　　　　　　　　　June　30ドSome　vols．　issued　in　pts．－In

　　　　　　Micro丘che　ed．　has　a　header　title：Statement　of　　　　English，1977／78（1977／78）－1981／82

　　　　　　accounts　and　report．－Report　year　ends　31st　　　　　　（1981／82）；English　and　Hindi，1982／83

　　　　　　Dec．．－Originally　continued　by：Annual　　　　　　　　（1982／83）一．－Originally　supplement　to：

　　　　　　，ep。，t．　　　　　　　　　　　R・・e・v・Bank・f　India　bull・tin・－O・igin砿ly
別書名Statement　of　accounts　and　report　　　　　　　　　continues　in　part：Annual　report（Reserve

編者　Central　Bank　of　India　　　　　　　　　　　　　　　Bank　of　India・・

所蔵　VOL：1953，1955（1953－1955）AMS－4（AS－52）　別書名Bharata　mem　bainkinga　ki　p「av「tti　evam

　　　　　　　※五b，訂yh画、。　in　mi…6・h・・　　　　P・ag・ti’sambandhi「！P°式a

　　　　　　　AMS．L　16（17）　　　　　　　　　　　　　　　編者　Reserve　Bank　of　Indla

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1977－1991（1977－1991）AMS－4（S－310）

［0663］

書名　Report　of　the　Central　Board　of　Directors　fbr　【06651

　　　　　　　the　year．．．：submitted　to　the　central　　　　　書名　　Second　five　year　plan／Government　of

　　　　　　　government　in　terms　of　Section　53（2）of　The　　　　　Rajasthan，　Planning＆Development

　　　　　　　Reserve　Bank　of　India　Act／Reserve　Bank　of　　　　　Department

　　　　　　　India．一［Micro6che　ed・］　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

巻次等1949（1949）－1969（1969）　　　　　　　　　　　　　　Compa皿y，［19－］

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，1981　　　　形態　4micro6ches；11×15　cm
形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Micro6che．　Originally　published：［Jaipur］：

注記　Micro丘che．　Originally　publishedl［Bombay］：　　　　　Govt．　of　Raj　asthan，　Planning＆Development

　　　　　　　Reserve　Bank　of　India，1949－1969．－Vbls．　fbr　　　　　　Dept．，1956（ii，118，　xlix　p．）・－Header　title：

　　　　　　　1964－also　have　more　outstanding　title　　　　　　　　　Rajasthan：Planning　and　Development

　　　　　　　，，Annual　report”on　t．P．．－Micro丘che　ed・has　　　　　Department：second　6ve　year　plan・－IDC

　　　　　　　aheader　title：Annual　report．－Report　yeaエ　　　　　　order　no：D－487．

　　　　　　　ends　30th　June・－Vbls・fbr　the　period　up　to　別書名Rajasthan：Planning　and　Development

　　　　　　　30th　June　1948，　included　by：Report　of　the　　　　　　Department：second　6ve　yeaエplan

　　　　　　　annual　general　meeting　of　shaエeholders／．　　編者　Rajasthan（State）．　Planning＆Development

　　　　　　　R・・e・v・B皿k・fIndi・・－0・igin・lly・・nt・nu・d　　D，p。，tm。nt

　　　　　　　紘。＝i＝：：e隠蒜9蕊：1所蔵AMS－B－33（RIP）52884・・9・3

　　　　　　　蒜離蹴麗麟dp麟讐6】Sec。nd丘　。a，plan，（、95住57t。196α6、）

　　　　　　　蕊鷲曇灘罐翼㌻㌶1置＝＝°mia脇
　　　　　　　艦芸R・gul・ti・nA・t・・949／R・・e・v・Bank出⊇蒜le繊Inte「D°cumentat’°n

別書名Report　of　the　annual　general　meeting　of　　　形態　9micro丘ches；11×15　cm

　　　　　　　shareholders　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro6che．　Originally　published：Bombay：

　　　　　　　Annu砿，ep。，t　　　　　　　　p・int・d　at　th・G・vt・C・nt・al　P・ess・1956（466
編者　Reserve　Bank　of　India．　Central　Board　of　　　　　　P・）・－Header　title：Bombay：Political　and

　　　　　　　Di，ect。，s　　　　　　　　　　S・・vice・D・pa・tm・nt・sec・nd丘v仕y・a・pl・n
　　　　　　　R。，erve　Bank。f　India　　　　　　　（1956－57　t・1960－61）・－IDC・・d・m・・D－485・

所蔵　VOL：1949．1969（1949－1969）AMS－4（AS－54）　別書名Bombay：Political　and　Services　Depa「tment：
　　　　　　　※1949．1958al、。　in　mi，，。6。h。，　AMS。L．16（19）　・ec・nd丘ve－yea・plan，1956－57　t・1960“61

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Bombay（India：State）．　Political　and　Services

【06641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dept

書名　Report　on　trend　and　progress　of　banking　in　　所蔵　AMS－B－33（B8）5288378184
　　　　　　　1ndia．一［Micro丘che　ed．］

巻次等1977／78（1977／78）一　　　　　　　　　　　　［06671

出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　書名　Second丘ve　yeaエplan　of　West　Benga1：a皿ual
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　plan，1958－59／Government　of　West　Benga1

注記　Micro6che．　Originally　published：Bombay：　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　　R。，e，v。　Bank。f　Indi・，｛1978－．－Vbl・．品・　　C・mp㎝y，［1旬

　　　　　　　1982－83－〈1989－90＞have　also　Hindi　title：　　　形態　2micro6ches；11×15　cm
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注記　Micro丘che．　Originally　published：Alipore：　　形態　　13　micro丘ches；11×15　cm

　　　　　　DeveloP！nent　Dept・・Govt・of　West　Bengal・　注記　Micro丘che．　Originally　published：Bangalore：

　　　　　　［1958】（m，74P・）・－H・記・・titl・・W㏄t　B・ng砿・　P・int・d　by　th・Di・e・t…fP，int．，　Stati。n。，y，

　　　　　　Devel・pm・nt　D・p肌tm・nt・sec・nd　6v・y…　　and　Publi・ati・n・at　th・G・枕．　P・e部，1959（泊，

　　　　　　plan・f　W・・t　B・ng・1・孤nual　pl肌，1958－59・－　　688　P．）．－Head・・titl。、　My，。，e、sec。nd

　　　　　　IDC・・d・・n・・D－421・　　　　　　　丘ve－y・a・plan　p，。9，amm。品，1959．60．－At

別書名West　Bengal：Development　Department：　　　　　head　of　title：Government　of　Mysore．－IDC

　　　　　　second丘ve　year　plan　of　West　Bengal：annual　　　　order　no：D－504．

　　　　　　plan，1958－59　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Mysore：second丘ve－year　plan　programme　fbr

編者　West　Bengal．　Development　Department　　　　　　　1959－60

所蔵　AMS－B－33（WIA）5288402000　　　　　　編者　Mysore（State）．　Planning　and　Development

；讐8】

　　　　　　Benga1，　Development　Department

出版　Zug・Switzerland：Inter　Documentation　　　【0671】

形態f＝爵｛X、5。m　　書名＝艦蹴＝蒜霊：li（，
注記　Micro丘che・Originally　published：Alipore：　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Sup・・int・nd・nt　G・v・mm・nt　P・inting，　W・・t　　C・mpany，［19－］

　　　　　　Bengal　government　Press・1956（50　P・）・一　　形態　　12　microfiches；11×15　cm

別書名 麟麟謡゜＝濫麟nt：　㌶麟。隠認㌫蹴：』t
編者㌫跳霊瓢。ntD。pa，tm。nt　識麟㌫＝；ln・・ユ
所蔵　AMS－B－33（WIP）5288403503　　　　　　別書名Rajasthan：Directorate　of　Economics　and

l・66gl　　　　　　　竺畿t’cs：sec°nd6veyea「plan：P「°留ess
書名 i；＝㌶「跳麟麗二1晋59隠蹴・y・a・pl・np・・9・essrep・・t，

出版 ；悉該e麗：lnte「D°cumentati°n編者麟瓢：di・）・Di・ect・・at・・fE・・n・mi・・

形態9mi…丘・h・・；11×15・m　　　　所蔵・956－・957、　AMS．B．33（R・P）52884。、91、
注記Mi…丘・h・・0・iginally　publi・h・d・B・ng品・・e・　　1957－・958・AMS．B．33（RIP）528840・929

　　　　　　P「int・d　by　th・Di・e・t…fP・int・，　Stati・n・・y，　　1958－1959・AMS－B－33（RIP）5288401937

　　　　　　孤dPubh・ati・n・at　th・G・vt・P・e部・1958　　1959－1960・AMS－B－33（RIP）5288401945

　　　　　　無1嘉：i㌫鵠蒜1；聯；1；灘：d　・956－1961・AMS－B－33（RIP）52884・・952

　　　　　　head　of　title：Government　of　Mysore．－IDC　　［0672］

　　　　　　order　no：D－503・　　　　　　　　　　　　　書名　Six－yeaT　development　plan　of　the　Union　of

別書名Mysore：second丘ve－year　plan　programme　fbr　　　　India，1951－57：as　submitted　to

　　　　　　1958－59　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Consultative　Committee　at　its

編者　Mysore（State）．　Planning　a皿d　Development　　　　　London　Conf已rence　held　in

　　　　　　Department　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　September－October，1950

所蔵　AMS－B－33（M2－1）5288401374　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　※Library　has　also　original　ed．　vols　fbr　　　　　　　　Company，［19ヨ

　　　　　　1957－58：Bnc－320　　　　　　　　　　　　　形態　3microfiches；11×15　cm

【・67・】　　　　　　注記翻蒜漂潔：R鑑irl’‡嘉1，
書名

ヲ認麟膿濃瓢隠；野6°蹴蒜h灘嘉＝霊
出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　London　Con£in　Sept．－Oct．，195α一IDC

　　　　　　Company，［19－l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　order　no：D－1327．



196

別書名India：six－year　development　plan　of＿　　　　注記　Description　based　on：1978．－Micro6che．

　　　　　　1951－57，as　submitted　to　Commonwealth　　　　　　　Originally　published：Chandigarh－Simla：

　　　　　　Consultative　Committ㏄at　London　　　　　　　　　Labour　Bureau，　Ministry　of　Labour，

　　　　　　Confbrence　in　September－October，1950　　　　　　　　Government　of　India．

編者　India．　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　India』abour　Bureau
所蔵　AMS．B．33（12）5288401325　　　　　　　　　所蔵　VOL　1978－1989（1978－1989）AMS－4（S－319）

［06731

書名　　Statement　of　accounts　and　report／The
　　　　　　Central　Bank　of　India．一［Micro丘che　ed．］

巻次等1969（1969）一

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Bombay］：

　　　　　　Central　Bank　of　India，［1970］一．－Originally

　　　　　　continues：Annual　report．

編者　Central　Bank　of　India

所蔵　VOL：1969－1979（1969－1979）AMS－4（AS－52）

　　　　　　※L、ibrary　has　also　in　micro丘che：

　　　　　　AMS－1、－16（17）

【0674】

書名　Third丘ve　year　plan　progress　report／

　　　　　　Directorate　of　Economics　and　Statistics

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　Company，［19－］

形態　16micro丘ches；11×15　cm

注記　Micro丘che．　Originaユly　published：Jaipur：

　　　　　　Directorate　of　Economics　and　Statistics，

　　　　　　［1963－1967］（4v．）．－Header　title：Rajasthan：

　　　　　　Directorate　of　Economics　and　Statistics：third

　　　　　　丘ve　year　plan：progress　report．－At　head　of

　　　　　　title：Government　of　Raj　asthan．－IDC　order

　　　　　　no：D－489，　D－490，　D－491，　D－492．

別書名Rajasthan：Directorate　of　Economics　and
　　　　　　Statistics：third　five　year　plan：progress

　　　　　　report

　　　　　　Third　five　yeaエplan　progress　report，1961－66

　　　　　　Third丘ve　yeaエplan　progress　report，1962－63

　　　　　　Third　five　yeaエplan　progress　report，1963－64

　　　　　　Third　five　year　plan　progress　report，196∠」65

編者　Rajasthan（India）．　Directorate　of　Economics

　　　　　　＆Statistics

所蔵　　1962－1963：AMS－B－33（RIP）5288401960

　　　　　　1963－1964：AMS－B－33（RIP）5288401978

　　　　　　1964－1965：AMS－B－33（RIP）5288401986

　　　　　　1961－1966：AMS－B－33（RIP）5288401994

労働・賃金

【0675］

書名　India皿labour　yeaエbook／Government　of
　　　　　　India．　Ministry　of　Labour．　Labour　Bureau，

　　　　　　Simla．一【Micro6che　ed．］

出版　Leiden：IDC，c1992
形態　micro6ches；11　x　15　cm
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モルジブ　　　　　　注記R麟1器鵠盤㌻㍑謡當1i，h。d、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Male：Govt．　of　Maldives，　National　Planning

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Agency，1981－ix，154　p．：ill．；34　cm．

一般統計　　　　　　　　　　　　　編者　Maldiv・＆Nati・nal　Planning　Ag・n・y
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（af1979）5400044979

【00011

書名　Statistical　yeaT　book　of　Maldivesr｛Micro6che　　　　＊一〈1985＞一＊

　　　　　　・司　　　　　　　　［…41
出版　Washington，　D・C・：Congressional　In飴rmation書名　Population　and　housing　census，1985：

　　　　　　S・・vice・1199－］　　　　　　　　P，elimin。，y，e、ult，

形態　micro丘ches：ilL；11　x　15　cm　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　Description　based　on：1985．－Micro丘che．　　　　　　2000

　　　　　　0riginally　published：Male，　Republic　of　　　形態　1micromm　reel；35　mm

　　　　　　Maldives：Ministry　of　Planning　and　　　　　叢書　　International　population　census　publications：

　　　　　　Development・－Text　in　English　and　Divehi・－　　　　　region，　Asia

　　　　　　In　micro6che　collection：Current　nationa1　　　注記　Originally　published：Male：Ministyr　of

　　　　　　statistical　compendiums・－Vbl・fbr　1988　　　　　　　　Planning　and　Environmentv，1985－20　P．：

　　　　　　called　also　8th　ed・in　Introductio江　　　　　　　　　　　maps；29　cm．－At　head　of　title：Republic　of

別書名Statistical　yearbook　of　Maldives　　　　　　　　　　Maldives．

　　　　　　Current　national　statistical　compendiums　　　別書名Republic　of　Maldives，　population　and　housing

編者　Maldives．　Ministry　of　Planning　and　　　　　　　　　census，1985：preliminary　results

　　　　　　Development　　　　　　　　　　　　　　　編者　Maldives．　Ministry　of　Planning　and

所蔵　VOL　1985，　S988（1985－1988）AMS－L24（xc）　　　　　Envi「onment

　　　　　　※1981－1985also　in　micro丘che：AMS－4（S－133）所蔵　AMF2（xc　1985）5400044888

［…21．．　　．．　晋51H。u，ing
書名 齢ぬ’幽k唖1』［㎞嚇e出版鞠；d嶋C・…・－Publ㎞t畑
出版　Leiden：IDC・c1988　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
形態　microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications：

注記　Description　based　on：1981／1982．－Title　page　　　　Asia；Maユdives　1985．1－1－C

　　　　　　and　text　in　English　and　Divehi．－Micro6che．　　　　Population　and　housing　census　of　Maldives，

　　　　　　Originally　published：Male，　Republic　of　　　　　　　1985；General　tables；Pt．　C

　　　　　　Maldives：Ministry　of　Planning　and　　　　　注記　　Originally　published：Male：Ministry　of

　　　　　　Development．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Planning　and　Development，［ca．1985F　p．

別書名Statistical　yearbook　of　Maldives　　　　　　　　　　　748－922：map．

編者　Maldives．　Ministry　of　Planning　and　　　　　編者　Maldives・Ministry　of　Planning　a皿d

　　　　　　Development　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Development

所蔵　VOL　1981－1985（1981－1985）AMS－4（S－133）　　所蔵　Country　Level：AMF－2（bt1969）5400040647

　　　　　　※1985・S988・1・・in　macr・6・h・・　　　【00061

　　　　　　AMS－L24（xc）　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Population

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　形態　1mi，，。mm；35　mm

　　　　　　・〈・977＞・　　　　館麗「1蒜㍑㍑C漂uspub1’cati°ns：

晋3】α＿＿＿＿　注記馴灘謄竃麗鷲
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Planning　and　Development，［ca．1985】－747　P．

　　　　　　1991　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：map．

形態　1micro田m　reel；35　mm　　　　　　　　　　編者　Maldives．　Ministry　of　Planning　and

叢書　Population　and　housing　census　1977；v．1　　　　　　Development
　　　　　　International　population　census　publications：　所蔵　Country・Level－Atoll　Level：AMF－2（bt　1969）

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400040639
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＊一 〈1990＞一＊

10007】

書名　Housing
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1997

形態　1micro61m　reel；35　mm
叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia；Maldives　1990．1－2

　　　　　　Population　and　housing　census　of　Maldives，

　　　　　　1990

注記　Originally　published：Dhaka：Male：Ministry
　　　　　　of　Planning　and　Environment，1990－iii，130

　　　　　　P．：map；28　cm・

編者　Maldives．　Ministry　of　Planning　and

　　　　　　Environment

所蔵　AMF－2（bg1986－1）5400040241
　　　　　　AMF－2（xc1985）5400044904

【00081

書名　Population
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1997

形態　1micro61m　reel；35　mm
叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia；Maldives　1990．1－1

　　　　　　Population　and　housing　census　of　Maldives，

　　　　　　1990

注記　Originally　published：Male：Ministry　of
　　　　　　Planning　and　environment，［1990］－v，343　p．：

　　　　　　map；28　cm．

編者　Maldives．　Ministry　of　Planning　and

　　　　　　Environment

所蔵　AMF－2（bg1986－1）5400040233
　　　　　　AMF－2（xc1985）　5400044896

［0009】

書名　Population　statistics　of　the　Maldive　Islands，

　　　　　　1967

出版　New　Haven，　Co皿．：Research　Publications，
　　　　　　［197－？1

形態　　1micromm；35　mm
叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia

注記　Originally　published：［S⊥：s．n．，19671－31　p．．

所蔵　AMF－L37　5400045216
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ミャンマー一　　　　　所蔵：3器｝；lll霊瓢：劉69’S975
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※1961，S965，　S967　in　original　ed．：Llc．62－4；

一
般統計　　　　　　蜜i：1蒜。蒜罐謬il：；｝6（B2）；1975

【00011

酩 蕊i蒜㌶le＝蕊灘基㌫i。人・統計
　　　　　　and　social　conditions　fbr＿／The　　　　　　　　　　　　　＊一〈1953＞一＊

　　　　　　Revolutionary　Council　of　the　Union　of

　　　　　　Burma・一［Micro6che　ed．1　　　　　　　　　　　［00041

出版　Westport，　Conn・：Greenwook　Press，［19－1　　書名　Chin　speciaユdivision，　population，　housing　and

形態　micro丘ches：ill．；11×15　cm　　　　　　　　　　　　home　economy

注記　Description　based　on：1971－72（pub．1972）．一　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Reprint．　Originally　published：Rangoon：　　　　　　　　［197－？］

　　　　　　Central　Press．－In　micro丘che　collection：　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　Current　national　statistical　compendiums／　　叢書　First　stage　census，1953

　　　　　　Congressional　Infbrmation　Service．　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

別書名Current　national　statistical　compendiums　　　　　　Asia

編者　Burma．　Tb　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro61m．　Originally　published：Rangoon：

所蔵　VOL：1971－1972（1971－1972）AMS－L－24（br）　　　　　Supt・・Govt・Print・and　Stationery，　Union　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Burma，1957－vii，76　p．：map；32　cm．

［00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Burma．　CentraユStatistical　and　Economics

書名　Statistical　yearbook／Socialist　Republic　of　the　　　　Dept・Census　Division

　　　　　　Union　of　Burma．一［Micro丘che　ed．1　　　　　　所蔵　AMF－L－39　5400045281

出版　W鵬hington，　D．C．：Congressional　In飴rmation　　　　※Library　has　ako　printed飴rm：Ld．62－1
　　　　　　Service，［199－］

形態　microfiches：ilL；11　x　15　cm　　　　　　　　　｛00051

注記　Description　based　on：1975（1975）．一　　　　　書名　Population　and　housing

　　　　　　Originally　published：lRangoon］：Centr｛U　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　StatisticaユOrganization．－Began　in　1961．一　　　　　　　［197－？l

　　　　　　In　micro丘che　collection：Current　nationa1　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　statistical　compendiums．　　　　　　　　　　叢書　First　stage　census，1953

別書名Statistical　year　book　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Current　national　statistical　compendiums　　　　　　　Asia

編者　Burma．　Central　Statistical　Organization　　　注記　Micro61m・Originally　published：Rangoon：

所蔵　VOL：1975（1975－1975）AMS－L－24（br）　　　　　　　Supt・・Govt・Print・and　Stationery，　Union　of

　　　　　　※1961，S965，　S967　in　original　ed．：Lc．62．4；　　　　　Burma，1957－xlviii・295　P・：maps；32　cm’

　　　　　　1963，S965，　S967，　S969，　S975　in　micro丘che：　　編者　Burma・Central　Statistical　a皿d　Economics

　　　　　　AMS－4（AS－25）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dept・Census　Division
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L39　5400045265

100031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：Ld．62－1

書名　Statistical　year　book／the　Revolutionary
　　　　　　Government　of　the　Union　of　　　　　　　　　　［00061

　　　　　　Burma．－IMicro6che　ed．］　　　　　　　　　　書名　Tbwns　classi丘ed　by　populajon　with　decennia1

出版　Leiden：IDC，［19－］　　　　　　　　　　　　　　variations　fξom　1881　to　1953

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　Description　ba8ed　on：1962．－Originally　　　　　　　［197－？］

　　　　　　published：Ra皿goon：Central　Statistical　and　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　Economics　Dept．．－Began　in　1961．－Original叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　editor　varies：Government　of　the　Union　of　　　　　　　Asia

　　　　　　Burma，1969；Sociaユist　Republic　of　the　Union　注記　Micromm．　Originally　published：Rangoon：

　　　　　　of　Burma，1975・－Title　of　1975　issue：　　　　　　　　　Supt．，　Govt．　Print．　a皿d　Stationery，　Union　of

　　　　　　StatisticaJ　yearbook．　　　　　　　　　　　　　　　　　Burma，1954－19　p．．

別書名Statistical　yearbook　　　　　　　　　　　　編者　Burma．　CentraユStatistical　and　Economics

編者　Burma、　Central　Statistical　and　Economics　　　　　　Dept．

　　　　　　Dept．　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L39　5400045307
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［00071　　　　　　　　　　　　　　　経済統計一般
書名　　Union．of　Burma，1953　stage　census：

　　　　　　P。pul。ti。n／UKyaw　Khin・　　　　【001°】　　　　　　．
出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea・ch　Publi・ati・n・，書名Qua・t・・ly・F・…ic　revi・w・Thalland・

　　　　　　［197．？］　　　　　　　　　Bu・m・・一［Mlcr・6・he　ed・］

形態・mi…mm・eel；35　mm　　　　巻次等1971，　n・・1（1971）二　．　．．

囎
鷺nati・nalp・pu’・ti・ncen・u・pub’i・at’°ns：出版：㍑：＝21c＝ご：謬；74

注記　General　data　on－age，　sex，　race，　marital　　　形態　40　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　status，　number　of　industries　and　farmers・一　　注記　Microfbrm　reproduction・Originaユly　published：

　　　　　　Originally　published：Rangoon：Supt．，　Union　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，　　　．

　　　　　　Govt．　Print．　and　Stationery，1955－x，4，351　　　　　1971－1986．－Filmed　with：Quarterly　economlc

　　　　　　P．・m・p・；30・m．－Errat・・lip　in・e・t・d…　　　evi・w・Th・iland・Bu・m・・Annual

編者　Khine，　U，　Kyaw　　　　　　　　　　　　　　　　　supplement．．－Originaユly　title　vaエies　slightly；

所蔵S・・i・・A・A－954…45257 　　潔錨y懲｝；灘5えご⊃＝1忌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ウ

　　　　　　　・一〈・954＞一・　　　　　蒜隠。㍑1ご㌶隠1鵬nally

［…8］　．．　　　　蒜＝罐1認9認：隠。霊itint°：
書名　Advance　publlcatlons，1954　census　siag『　　　　　　Country　pro61e．　Thailand，　Burma．

出版W・・db・idg・・C・nn・・R・・ea・ch　Publlcat’°ns，別書名E，。n。mic　revi。w。f　Th討land　and　Bu・m・

　　　　　　　［197－？］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QER．　Thailand，　Burma

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Quarterly　economic「eview　of　Thailand’

叢書　Advance　release；no．3　　　　　　　　　　　　　　Burma
　　　　　　　International　population　census　publications：　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

注記鑑。丘lm。，iginallypubli、h。d、［Rang。。n？、所蔵V・L・・97L・983（197L・983）AM＆L19（1°）

　　　　　　　Govt．　of　the　Union　of　Burma，　Census　Dept．，

　　　　　　　1鑑：ll；÷ves；35x51　cm’一”Kach’nstate農林水産業

編者　Burma．　Ministry　of　National　Planning，　　　［0011］

　　　　　　　C・nt・al　St・ti・ti・al＆E・°n°mics　Dep訂tment酩A即i，ultu，e

所蔵　AMF－L－39　5400045315　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　・一〈・983＞一・　　　形態㍑：。61m，eel；35mm

【000gl　　　　　　　　　　　叢書Fi・st・tage　cen・u・，1953
酩・983P。pul。ti。n　cen，u・　　　　　　Int・mati・n・l　p・pulati・n　cen・u・publicati°ns：

出版W。。db，idg。，　C。nn．，R・・ea・ch　Publi・ati・n・，　A・ia　　　　．
　　　　　　　1999　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro61m・Originally　publlshed：Rangoon：

裟馨＝。蕊㌶＿uspubl＿品、難1艦罐＝ユ
注記㌻蒜’；，iginallypubn・h・d・』n・編者漂C麟i慧i‥dE・・n・m’・・

　　　　　　　麗潔霊蒜i霊蹴薔C：。w。，所蔵AMF－L3954…45299

編者隠ぷi跳霊m。andR。ligi。us　l…21．．．
　　　　　　　㌫㍍惣iv’・’・叫Imm’郎・ti・nand書名蕊麗灘罐1：Ma卵e－．

所蔵 蒜＝・nSt・t・・AM早2（b・・9831）出版＝二1蹴職t謡麟欄～晶

　　　　　　　Kayah　State／Pegu　Region：AMF－2（br1983－2）　形態　on　reel　410f　46　micromm　reels；35　mm

　　　　　　　5400045331　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　India　O伍ce　Records；V／25／501／47
　　　　　　　Rakhine　State／Tenasserim　Division：　　　　　　　　　Markets　Section　bulletin／Depaエtment　of

　　　　　　　AMF－2（br1983－3）540004534g　　　　　　　　　　　Agriculture，　Burma；no・4
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注記　Micro丘lm．　Orginally　published：Rangoon：　　編者　Burma．　Central　Statistical　a皿d　Economics

　　　　　　Supdt．，　Government　Printing　and　Stationery，　　　　　Dept．　Census　Division

　　　　　　Burma，1940－14　P．．－Originally　published　in所蔵　AMF．L39　5400045273
　　　　　　series：Markets　Section　bulletin／Depaエtment　　　　※Library　has　akハo　printed　fbrm：Ld．62－1

　　　　　　0f　Agriculture，　Bu㎜a，　no．4．

編者　Burma．　Dept．　of　Agriculture　　　　　　　　［00161

所蔵　AMF－10（41）5400001656　　　　　　　　　書名　Survey　of　lead　and　zinc　mining　and　smelting

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　Burma／general　report　prepaエed　fbr　the

lOO131　　　　　　　　　　　　g・v・mm・nt・f　Bu・ma　by　th・Unit・d　Nati・n・
書名　Experiments　in　marketing：the　Shwebandaw　　　　　acting　as　Executing　Agency　fbr　the　United

　　　　　　group－cotton・一［Micro61m　ed・l　　　　　　　　　　　　Nations　Development　Programme

出版　London：SupPlied　by　the　Oriental　and　India　出版　Ann　Arbor，　Michigan：University　Micromms，

　　　　　　0f丘ce　Collection，　IBritish　Libraryl，1996　filmed　　　　　1968

形態　on　reel　410f　46　micromm　reels；35　mm　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

叢書　India　O冊ce　Records；V／25／501／47　　　　　注記　Micromm．　Originally　published：New　Ybrk：

　　　　　　Ma・㎞t・Secti・n　bull・tin／D・pa・tm・nt・f　　　Unit。d　Nati。n，，1966－66　P．、ill，　map．．－At

　　　　　　Agriculture，　Burma；no・5　　　　　　　　　　　　　　head　of　title：United　Nations　Development

注記　Micromm．　Orginaユly　published：Rangoon：　　　　　programme．
　　　　　　Supdt・，　Government　Printing　and　Stationery，　編者　United　Nations　Development　Programme

　　　　　　麗㍑撫霊。；蹴：’㍑㍑蓋ぽ所蔵AMFB44（4）5288378・5・

　　　　　　of　Agriculture，　Burma，　no．5．

鷲1㍑。2；幅蒜㍑「e　　貿易

；；4】＿卿1＿193435加寳；7］
書霊i緯蒜蹴欝ξ一

出版＝：［織m蕊・，i。nt。landIndia巻次等ぽ惣驚雅獄蕊h㌶
　　　　　　O伍ce　C°llecti°n，［B・itish　Lib「a「y］，199661med　（・9534954）．

　　　　　　　Agriculture，　Burma；no．1A　　　　　　　　注記　Originally　published　jointly　by　the　O伍ce　of

注記

　　　　　　　bulletin／Department　of　Agriculture，　Burma，　別書名Statistical　paper

　　　　　　　no．1A．　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Burma．　Central　Statistical　a皿d　Economics

編者　Burma．　Dept．　of　Agriculture　　　　　　　　　　　Dept・

所蔵　AMF－10（41）5400001714　　　　　　　　　　　　　Burma・OHice　of　the　Collector　of　Customs
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：1953－1966，　S971－1972，　S976（1953－1976）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMS－4（AS－28）

鉱工業　　　　　　　　　　　　　　　　※19541955，S9560－19590’S960’S961（1－7）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　original　ed．：Leb．62－1（E）；1953／1954（1／3），

［00151　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S961（12），　S962（10／12）also　in　micro6che：

書名　Industry，　cottage　industry　and　home　　　　　　　　AMS－L16（B1）

　　　　　　　consumed　production　industry

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［00181

　　　　　　　［197」？1　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Monthly　statistics　of　the　sea－borne　trade　of

形態　micro61m　reels；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Burma…：with　progressive　totals　fbr　the
叢書　First　stage　census，1953　　　　　　　　　　　　　　period・…一［Micromm　ed・］

　　　　　　　International　population　census　publications：　巻次等Mar・1940（Mar・1940）－Sept・1941（Sept・

　　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1941）

注記　Micro61m．　OriginaJly　published：Rangoon：　　出版　London：SupPlied　by　the　Orientaユand　India
　　　　　　　Supt．，　Govt．　Print．　and　Stationery，　Union　of　　　　　OfHce　Collection，［British　Libraエyl，199661med

　　　　　　　Burma，1958－138　p．；32　cm．　　　　　　　形態　on　reel　460f　46　micro丘lm　reels；35　mm
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注記　Micromm　reproduction．　Originally　published：　男ll書名Burma：Ministry　of　National　Planning＆

　　　　　　Rangoon：Superintendent，　Government　　　’　　　　Religious　Affairs：comprehensive　development

　　　　　　Printing　and　Stationery，　Burma，1940－1941．－　　　　　plan：supplement

　　　　　　Vbl．　fbr　June　1940　not　reproduced．一”India　編者　Burma．　Ministry　of　National　Planning　and

　　　　　　O丑Cie　records，10R　V／25／660／113”－First　　　　　　　Religious　Affairs

　　　　　　臼ame　of　Micro61m　ed．．　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（B6S）5288403636

別書名India　OHice　records，　V／25／660／113
　　　　　　Con6dential　supPlement　to　the　Burma　trade　　［0021］

　　　　　　journal　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Comprehensive　report，　economic　and

編者　Burma．　Dept．　of　Commerce　and　Industry　　　　　　engineering　development　of　Burma：prepared
　　　　　　Statistical　Branch　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fbr　the　Government　of　the　Union　of　Burma／

所蔵　VOL：1940（3－5，　S－12），　S941（1－9）（1940－1941）　　　　KnapPen－TipPetts－Abbett－McCarthy，

　　　　　　AMF－10（46）　　　　　　　　　Enginee・s；in翻…i・ti・n　with　Pierce
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Management，　Inc．　and　Robert　R．　Nathan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Associates，　Inc．

金融・財政・開発　　　　出版；：；瞭1劉：Inte「D°cume吻t’°n

［0019】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　35micro丘ches；11×15　cm
書名　Budget　estimates　of　the　Government　of　the　　注記　Micro丘che．　Originally　published：INew　Ybrk］：

　　　　　　Union　of　Burma．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　　［s．n．］，1953（2　v．）．－Header　title：Burma：

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC　　　　　　　　　　Knappen－Tippetts－Abbett－McCarthy＿

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　comprehensive　report　economic＆engineering
注記　Description　based　on：1947／48．－Originally　　　　　development　of　Burma：prepaled　fbr　the

　　　　　　published：［Rangoon］：0伍ce　of　the　Supt．，　　　　　　　Government　of　the　Union　of　Burma，

　　　　　　Govt．　Print．　and　Stationary－Some　issues　　　　　　［1953／54－1959／60］・－IDC　order　no：D－1257・

　　　　　　devided　into　several　parts．－Originally　　　　内容　v・1・Introduction，　Economics　and

　　　　　　continued　by：Burma．　Report　of　the　　　　　　　　　　administration，　Agriculture　and　irrigation，

　　　　　　Revolutionary　Council　to　the　people　on　the　　　　　　Transportationドv・2・Tblecommunications・

　　　　　　budget　estimates　of　the　Revolutionary　　　　　　　　　Power，　Industry

　　　　　　Government　of　the　Unionn　of　Burma　fbr＿．　別書名Burma：Knappen－Tippetts－Abbett－McCarthy

別書名Budget　estimates／Government　of　Burma　　　　　　…comprehensive　report　economic＆
　　　　　　Budget　estimates　of　the　Government　of　the　　　　　　engineering　development　of　Burma：prepared

　　　　　　Union　of　Burma．　Book　1．　Union　estimates　　　　　　　fbr　the　Government　of　the　Union　of　Burma，

　　　　　　Budget　estimates　of　the　Government　of　the　　　　　　1953／54－1959／1960

　　　　　　Union　of　Burma．　Book　2．　State　estimates　　　　　　　Economic　and　engineering　development　of

　　　　　　Budget　estimates　of　the　Government　of　the　　　　　　Burma

　　　　　　Union　of　Burma．　Book　3．　Estimates　of　　　　編者　Knappen－Tippetts－Abbett－McCaエthy

　　　　　　State－managed　Boards　and　Corporations　　　所蔵　AMS－B－33（B6）5288403610

編者　Burma　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　original　ed．　Le．62－3

所蔵　VOL　1947－1962（1947－1962）AMS－4（AS－26）
　　　　　　※1948－1962（1・・㎞・・m・issu・・）in・・ゆal・d．：10022】

　　　　　　Lec．62．1；1947－1962　also　in　micro6che：　　　書名　Fbur　year　plan　of　capital　expenditures／

　　　　　　AMS－L16（B3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ministry　of　National　Planning

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

lOO20］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，［19－］

書名　Comprehensive　development　plan，　supPlement，形態　5micro丘ches；11×15　cm
　　　　　　September　30，1955／Government　of　the　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：［Rangoon］：

　　　　　　Union　of　Burma，　Ministry　of　National　　　　　　　　Ministry　of　National　Planning，1957（1　v．）．－

　　　　　　Planning　and　Religious　Af『airs　　　　　　　　　　　Header　title：Burma：Ministry　of　National

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　planning：fbur－year　plan　of　capital

　　　　　　Company，［19－］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　expenditures［1956／57－1959／60］．－IDC　order

形態　6micro6ches；11×15　cm　　　　　　　　　　　　　no：D－1260．
注記　Micro丘che．　Originally　published：IRa皿goon］：　別書名Burma：Ministry　of　National　Planning：

　　　　　　Government　of　the　Union　of　Burma，　Ministry　　　　　fbur．year　plan　of　capital　expenditures，

　　　　　　0f　National　Planning　and　Religious　Af抗irs，　　　　　　1956／57－1959／60

　　　　　　1955（6pt・in　1）・－Header　title：Burma：　　編者　Burma．　Ministry　of　National　Planning

　　　　　　Ministry　of　Nat・Planning＆Religious　AI曳irs　所蔵　AMS－B－33（B4）5288403586

　　　　　　：comprehensive　dev．　plan：suppl．．－IDC

　　　　　　order　no：D－1259．　　　　　　　　　　　　　　　　　10023】
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書名　PreliminaTy　report　on　economic　and　　　　　　　　Report　to　the　people　by　the　Union　of　Burma

　　　　　　engin㏄ring　survey　of　Burma　fbr　Burma　　　　　　　　Revolutionary　Council　on　the　Revolutionaエy

　　　　　　Economic　Council／Knappen　Tippetts　Abbett　　　　Government’s　budget　estimates　fbr．．．

　　　　　　Engineering　Co・；associated　with　Pierce　　　編者　Burma

　　　　　　Management，　Inc・and　Robert　R・Nathan　　　　　　Revolutionaエy　Council　of　the　Union　of　Burma

　　　　　　Associates，　Inc　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1962－1971（1962－1971）AMS－4（AS．26）

出版 ；5惣lle漂：Inte「D°cumentat’°n　※・962・97・・1・・inmi…6・h・・A臓・6（B3）

形態　　12microfiches；11×15　cm　　　　　　　　　［0026】

注記　Micro丘che・Originally　published：［New　Ybrk］：　書名　Second　fbur－year　plan　fbr　the　Union　of　Burma，

　　　　　　［s・n・】，1952（xxvii，224　P．）．－Header　title：　　　　　　1961－62　to　1964－65／Ministry　of　National

　　　　　　Burma：Knappen－Tippetts－Abbett　　　　　　　　　　Planning

　　　　　　Engineering　Co・ass・with…K・T・A・：　　　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　preliminary　rep．　on　economic＆engineering　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　survey　of　Burma　fbr　Burma　Econ・Council・　　注記　Micromm．　Originally　published：Rangoon：

　　　　　　［1952－59］・－IDC・・d・・n・・D－1256・　　　　Supt．，　G・vt．　P・int．　and　St晦，　Uni。n。f

編者　Knappen－Tippetts－Abbett－McCarthy　　　　　　　　Burma，1961－215　p．：ill．；25　cm．

所蔵　AMS－B－33（B5P）5288403628　　　　　　　　編者　Burma．　Ministry　of　National　Planning

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm』e．62－3（P）　所蔵　AMF－B－33　5400045364

10024】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【00271

書名　Report　of　the　Revision　Settlement　of　the　　　書名　Second　fbur－year　plan　fbr　the　Union　of　Burma，

　　　　　　Bassein　District：together　with　the　original　　　　　1961－62　to　1964－65／Ministry　of　National

　　　　　　settlement　of　certain　areas　in　the　Yegyi，　　　　　　　　Planning

　　　　　　Thabaung，　Bassein　West　and　Ngaputaw　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　townships，　Season　1935－39．一［Micro丘lm　ed．］　　　　　　Company，［19－］

出版　London：Supplied　by　the　Oriental　and　India　形態　4micro6ches；11×15　cm

　　　　　　O伍ce　Collection，［British　Ubrary］，1996丘lmed注記　Micro6che．　Originally　published：Rangoon：

形態　on　reel　300f　46　micro61m　reels；35　mm　　　　　　　Superintendent，　Government　Printing　and

叢書　India　O伍ce　Records；V／27／314／247　　　　　　　　Staty，　Union　of　Burma，1961（v，215　P．）．一

注記　Micro田m．　Orginally　published：Rangoon：　　　　　Header　title：Ministry　of　National　Planning：

　　　　　　Superintendent，　Government　Printing　and　　　　　　　second　fbur－year　plan　fbr　the　Union　of　Burma

　　　　　　Stationery，　Burma，1941－14，23，　vii，300　P．：　　　　　（1961－62　to　1964－65）・－IDC　order　no：D－236．

　　　　　　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Burma．　Ministry　of　National　Planning

編者　Burma．0冊ce　of　the　Commissioner　of　　　　所蔵　AMS－B－33（B4）5288403594

　　　　　　Settlements　and　Land　Records

　　　　　　Maung　Maung　Gyi

所蔵　AMF－10（30）5400001417

［0025】

書名　Report　of　the　Revolutionary　Council　on　the

　　　　　　budget　estimates　of　the　Revolutionary

　　　　　　Government　of　the　Union　of　Burma丘）r＿and

　　　　　　abstracts　of　budget　estimates．一［Micro丘che　ed．】

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Description　based　on：1962／63．－Originally

　　　　　　published：Rangoon：Central　Press．－Title

　　　　　　vaエies　slightly－Tbxt　in　English，　partly　in

　　　　　　Burmese．－Originally　continues：Burma．

　　　　　　Budget　estimates　of　the　government　of　the

　　　　　　Union　of　Burma．

別書名Budget　estimates　of　the　Revolutionary

　　　　　　Government　of　the　Union　of　Burma

　　　　　　Report　of　the　Revolutionary　Council　to　the

　　　　　　people　on　the　budget　estimates　of　the

　　　　　　Revolutionaエy　Government　of　the　Union　of

　　　　　　Burma　fbr．．．
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ネパール　　　　　　出版‡蕊鑑9］’C’：C°n郎ess’°na’Inわ「mat’°n

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches：maps，　ill．；11　x　15　cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：His

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　M・j・・ty’・G・vt．，　Nati・n・l　Planning

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of

【0001】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics．－Description　based　on：2nd　ed．

書名　Statistical　pocket　book　NepaL［Micro丘che　ed・］　　　　（1989）．－VLYR　of　USMARC：1st　ed．（1987）一．

出版　Leiden：IDC，c1988　　　　　　　　　　　別書名Statistical　yeaエbook　of　NepaJ

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Current　national　statistical　compendiums

注記　Description　based　on：1982．－Micro6che．　　編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

　　　　　　Originally　published：Kathmandu：National　所蔵　VOL：2（1989－1989）AMS－L－24（np）

　　　　　　Planning　Commission　Sec「eta「iat　Cent「a1　　　　　　　※1－3（1987－1991）also　in　micro丘che：

　　　　　　Bureau　of　StatisticsドVLYR　of　LC／MARC：　　　　　AMS－4（S－516）

　　　　　　1974－．

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

所蔵　VOL　1982，　S988，　S992（1982－1992）　　　　人ロ統計
　　　　　　AMS－4（S－136）

　　　　　　※1986，S988。1、。　in　mi。，。6。h。、　　　　　＊一〈1952－54＞一＊

　　　　　　AMS－L24（np）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0005］

［0002】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Census　of　population，　Nepa11952／54　A・D・

書名　Statistical　pocket　book　Nepal．一［Micro丘che　ed．］出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

出版 ‡慧闘C・・C・ng・ess’・na’1』t’・n形態19：1。，。丘lm；35mm

形態mi，，。6。h。，，m。p，，　ill．；11　x　15。m　　叢書Inr・mati・na1　P・pulati・n・en・u・publi・ati・n・・

注記D。，c，ipti。n　b品。d。n、・986．－0，iginally　　Asla
　　　　　　publi，h。d，　K。thm。ndu、N。p。1．　Nati。nal　注記0・ig｝三・11y　publi・h・d・IK・thmandu・s・n・】，1958

　　　　　　Pl。皿ing　C。mmissi。n　Sec，et。，i。t　C。nt，品　　　噺11’・81　P・：map・

　　　　　　Bureau　of　Statistics．－VLYR　of　LC／MARC：　編者　Nepal・Department　of　Statistics

　　　　　　1974．．＿In　Fbreword：vo1．　fbr　1986　called・4th所蔵　AMF－L－38　5400029731

　　　　　　ed．，，　and　fbr　1988　called，，5th　ed．，，．－In

　　　　　　micro丘che　collection：Current　national　　　　　　　　＊一〈1961＞一＊

別書名6蒜：＝隠・1・・mp・ndium・器6】P，elimin。，y，ep。，t。fth。p。pul。ti。ncen，u昂

編者　NepaL　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　1961

所蔵　VOL　1986・S988（1986－1988）AMS－L－24（np）　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　※1982，S988，　S992　also　in　micro丘che：　　　　　　1977

　　　　　　AMS－4（S－136）　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

【…3］　　　　　　　叢書隠nat’°nal　p°pu’ati°n　censuspubl’cat’°ns：

書名St・ti・ti・al　y…b・・k・f　N・p砿・一［Mi…丘・he　ed・］注記Typesc，ipt．－0，i幽ally　publi、h。d、

巻次等1st　ed・（1987）一　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Kathmandu：s．n．］，1962－10　P．．一

出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　　　　・，　provisional丘gures　only・．

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　編者　Nepal．　Department　of　Statistics

注記　Micro丘che・Originally　published：Kathmandu　所蔵　AMF．L38　5400029749
　　　　　　：His　Majesty’s　Govt．，　National　Pla皿ing

　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of　　［0007】

　　　　　　Statistics，1987－．　　　　　　　　　　　　　　　書名　　19521nterim　report　on　census

別書名Statistical　yearbook　of　Nepal　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　CBS　statistical　year　book　of　Nepal　　　　　　　　　　　1977

編者Nep瓠．　Central　Bureau　of　Statistics　　形態1micro丘lm；35㎜
所蔵　VOL　1－3（1987－1991）AMS－4（S－516）　　　　　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　※2（1989）also　in　micro丘che：AMS－L24（np）　　　　　Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Typescript．－Originally　published：

［0004】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Kathmandu：Department　of　Statistics，195－］一

書名　Statistical　year　book　of　Nepal．一［Micro丘che　ed．］　　　97　p．：ill．．
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編者　Nepal．　Department　of　Statistics　　　　　　　［00121

所蔵　AMF－L－38　5400029756　　’　　　　　　　書名　Economic　characteristic　tables／National

　　　　　　・一〈・97・〉一・　　　　　；＝ξ言＝㍑nSec「eta「’at，　Cent「a’

［0008】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，
書名　Census　of　population　of　Nepal　by　zone＆　　　　　　　［199－？］

　　　　　　district　1971：6nal／National　Planning　　　形態　　1　microfilm　reel；35　mm

　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of　　叢書　Population　census　1971；v・3

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　　　　region，　Asia

　　　　　　［199－？］　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Commission　Secretaエiat，1975－2v・（various

叢書Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen，u，　publi。ati。ns：　　P・gin堅）・

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nepal・Central　Bureau　of　Statistics

注記　Originally　published：［Kathmandu：s．n．，　　　所蔵　pt・1：AMF－2（np1971－1）5400043542

　　　　　　1973？］－4P．．一”Typed　version　of　mimeograph　　　　pt・2：AMF－2（np1971－2）5400043559

　　　　　　瓢鑑1蕊蹴：’、え罐゜f【…3】

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　書名　Fbmale　fertility　characteristic　tables／

所蔵AMF2（np・97L・）54…435・・　　　暮：隠摺隠霊㌶隠’°n　Sec「eta「iat，

［0009】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，
書名　Population　census　1971　　　　　　　　　　　　　　［199－？］

出版　Kathmandu：s．n．，1975　　　　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm
編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　叢書　Population　census　1971；v．4

所蔵　Abstracts：AMF－2（np　1971－1）5400043518　　　　　　1nternational　population　census　publications：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

［0010】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning

酩General　characteristic　tables／National　　　Co㎜ission　Secre励at，1975－1v．（v曲us
　　　　　　Pla皿ing　Commission　Secretariat，　Central　　　　　　　pagings）．

　　　　　　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　　　　編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

出版　New　Haven，　Conn・：Research　Publications，　所蔵　AMF－2（np1971－2）5400043567
　　　　　　1199－？】

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　lOO14】

叢書　Population　census　1971；v．1　　　　　　　　書名　Selected　locaUty　tables：major　urban／

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　National　Planning　Commission　Secretariat，

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Central　Bureau　of　Statistics

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Commission　Secretariat，1975－1v．（various　　　　　［199－？】

　　　　　　pagings）．　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　叢書　Population　census　1971；v．5

所蔵　AMF－2（np1971－1）5400043526　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1981＞一＊

叢書　Population　census　1971；v．2

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　100151

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　書名　General　characteristics　tables／National

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　　　　Planning　Commission　Secretariat，　Central

　　　　　　Co㎜i部ion　Secretariat，1975－2v．（various　　Bureau　of　Stat拍tics

　　　　　　pagings）．　　　　　　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　1992

所蔵　pt．1，2：AMF－2（np1971－1）5400043534　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm
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叢書　Population　census　1981；v．1，　pt．1　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1992

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

注記　Originally　published：Kathmandu：Pla皿ing　叢書　Population　census　1981；v．3
　　　　　　Commission　Secretariat，1984－vi，377　p．．　　　　　　International　population　census　publications：

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　region，　Asia

所蔵　AMF－2（np1981－1）5400043583　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commission　Secretariat，1984－iv，447　p．．

［0016】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nepa1．　Central　Bureau　of　Statistics

書名　Social　characteristics　tables／National　　　　所蔵　AMF－2（np　1981－3）5400043625
　　　　　　Planning　Commission　Secretariat，　Central

　　　　　　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　［00201

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　書名　Household　characteristics／National　Planning

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commission　Secretaエiat，　Central　Bureau　of

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Statistics

叢書　Population　census　1981；v．1，　pt．2－4　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1992

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　叢書　Population　census　1981；v．4
　　　　　　Commission　Secretariat，1984－3v．．－pt．3．　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　With琵rtility　characteristics．　　　　　　　　　　region，　Asia

編者　Nepaユ．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning

所蔵　pt．2，　S，　S：AMF－2（np　1981－1）5400043591　　　　　Commission　Secretariat，1984－v，641　p．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Nepaユ．　Central　Bureau　of　Statistics

［00171　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（np1981－3）5400043633
書名　Economic　characterおtics／National　Planning

　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of　　　　　　＊一〈1991＞一＊

　　　　　　Statistics

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　【0021】

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Population　census　1991

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Population　census　1981；v．1，　pt．5－7　　　　　　　　1997

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　micro61m　reels；35　mm

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：s．n．，1993．

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　編者　NepaJ．　Central　Bureau　of　Statistics

　　　　　　Commission　Secretariat，1984－3v・・　　　　　所蔵　　【National　volume］：AMF－2（np1991－7）

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　5400043807

所蔵　pt．5，　S，　S：AMF－2（np1971－2）5400043609
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0022】

［00181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Adva皿ce　tables／National　Pla皿ing

書名　Geographic　region　tables／National　Planning　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of

　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of　　　　　　Statistics

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　　　　1997

　　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm　reel；35　mm

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　Population　census　1991

叢書　Population　census　1981；v．2　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　region，　Asia

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　　　　Commission　Secretariat，1993－2v．．

　　　　　　Commission　Secretaエiat，1984－vi，526　P．・　　編者　Nepaユ．　Central　Bureau　of　Statistics

編者　Nepa1．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　所蔵　v．1，2：AMF－2（np1991－1）5400043641

所蔵　AMF－2（np1981－2）5400043617
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0023】

【00191　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　The　analysis　of　the　1991　population

書名　Urban　aエeas：tables／NationaユPlanning　　　　　　census（based　on　advance　tables）／National

　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of　　　　　　Planning　Commission　Secretariat，　Central

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bureau　of　Statistics



207

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　　　　Fbreign　born　by　duration　of　residence，

　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　education　and　marital　status－v．5．　Caste　by

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　residence　one　year　ago－vl　6．　Religion，

叢書　International　population　census　publications：　　　　citizenship，　mother　tongue＆second　language

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－v・7・Caste　and　by　education－v．10．

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　　　　　Literacy・education，　school　attendence　and
　　　　　　Commission　Secretariat，1993－182　P．：ill．．一　　　　　丘eld　study・

　　　　　　Includes　bibliographical　re丘rences．　　　　　編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

編者　Nepal・Central　Bureau　of　Statistics　　　　　所蔵　pt．2，3：AMF－2（np　1991－1）5400043682

所蔵　AMF－2（np1991－1）5400043658　　　　　　　　　　pt・4，5：AMF－2（np1991－2）5400043690
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．6，7：AMF－2（np1991－3）5400043708

【0024】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　pt．10：AMF－2（np1991－4）　5400043724

書名　Population　of　Nepal：by　districts　and　village

　　　　　　development　committees／municipalities／　　　【00271

　　　　　　National　Planning　Commission　Secretariat，　　書名　Social　and　economic　characteristics　tables／

　　　　　　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　　　　　　National　Planning　Commission　Secretariat，

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　　　　Central　Bureau　of　Statistics

　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Reseaエch　Publications，

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1997

叢書　Population　census　1991　　　　　　　　　　　形態　2micro61m　reels；35　mm
　　　　　　Int・・nati・nal　p・pu1・ti・n・en・u・publi・ati・n・・叢書P・pul・ti・n　cen・u・1991；v．1，　pt．9，11

　　　　　　・egi・n・A・ia　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen，u、　publi。ati。n，、

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　　　　region，　Asia

　　　　　　Commission　Secretariat・1994－141　P・・　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning

編者　Nepal・Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　Commission　Secretaエiat，1993－7v．．＿

所蔵　AMF－2（np1991－1）5400043666　　　　　　　　　　　Contents：pt．9．　Caste　by　industry－pt．11．

【・・25】　　　　　　　2㌫鷲隠t蒜1’芸蹴head・
書名　General　characteristics　tables（population　size，編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

　　　　　　欝惣＝ぱ＝晋ng所蔵；1：罐謡；；鵠1㌫2

出版　New　Haven，　Co皿．：Research　Publications，　【0028】

　　　　　　蕊㍑’p°pu’ati°ncensuspublicat’°　出版鑑；Hav・n，C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・

竃鶯撒欝1麟㌻㎞9霊響；惣隠㌦、，P…Z．
所蔵AMF2（np・99L・）54…43674　　　i蕊1㌶’p°pu’at1°n　census　pub”cat’°ns：

10026】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kathmandu：Planning
書名　　Sociaユcharacteristics　tables／National　　　　　　　　Commission　Secretariat・1993－326　P・・

　　　　　　planning　Commission　Secretaエiat，　Centra1　　編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

　　　　　　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（np　1991－5）5400043740

出版　New　Haven，　Co皿．：Research　Publications，
　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10029】

形態　4micro丘lm　reels；35　mm　　　　　　　　　　書名　Economic　characteristics　tables／National

叢書　　Population　census　1991；v．1，　pt．2－7，10　　　　　　　Planning　Commission　Sec「eta「iat，　Cent「al

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　Bureau　of　Statistics

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，

注記　Originally　published：Kathmandu：Planning　　　　　1997
　　　　　　Commission　Secretariat，1993－7v．．一　　　　形態　2micro61m　reels；35　mm

　　　　　　Contents：pt．2．　Place　of　birth　and　residence　叢書　Population　census　1991；v．1，　pt．13－15

　　　　　　0ne　year　ago－pt．3．　Native　born　by　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　education，　marital　status　and　activity－v．4．　　　　　region，　Asia
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注記　0・igin・11y　Publi・h・d・K・thmandu・Pl・nnin9　経済統計一般
　　　　　　Commission　Secretariat，1993－2v．．－

　　　　　　Contents：pt．13．　Economic　activity　and　　　　【00331

　　　　　　major　occupation，　industry　and　employment　書名　　Economic　surveyニー［Micro6che　ed．］

　　　　　　status－pt．14．　Major　occupation　by　industry，出版　Zug；Leiden：Inter　Documentation　Co．

　　　　　　type　of　work　employment　status　and　education形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　－pt．15．　Economic　activity　and　by　duration　of注記　Description　based　on：Fiscal　year　1975／76．－

　　　　　　work　and　reasons　fbr　not　active　and　by　　　　　　　　Micro6che．　Originally　published：

　　　　　　education．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［Kathmandu］：His　Majesty，s　Govt．，　Ministry

編者　Nepa1．　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　of　Finance・

所蔵　pt．13：AMF－2（np1991－5）5400043757　　　　編者　Nepal・Artha　Mantralaya
　　　　　　pt．14，15：AMF－2（np1991－6）5400043765　　所蔵　VOL　1975－1976，　S981－1984，　S987－1988
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1975－1988）AMS－4（AS－156）

10030］　　　　　　　　　　［0034】
書名　urban　tables／National　Planning　Commission書名　Quarterly　economic　review．　India，

　　　　　　Secretaエiat，　Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　Nepal．一［Micro丘che　ed．1

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　巻次等1966，　no．3（Sept．1966）－

　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　London：World　Micromms，　in｛田sociation

形態　　1micro丘lm　reels；35　mm　　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970一

叢書　Population　census　1991；v．2　　　　　　　　形態　67　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　注記　Microfbrm　reproduction・Originally　published：

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

所蔵　AMF－2（np1991－6）5400043773　　　　　　　　　　Nepal；1971，　no．2（1971）－1976，　no．3（1976）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　issued　under　the　title：QER．　India，　Nepal；

【0031］　　　　　　　　　　　1976，4th　qua・t・・（1976）－1986，　n・．1（1986）
書名　　Household　tables／NationaJ　PIanning　　　　　　　　　issued　under　the　title：Quarterly　economic

　　　　　　Commission　Secretariat，　Central　Bureau　of　　　　　　review　of　India，　Nepal．－OriginaJly

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ISSN：01423851．－Originally　continues：

出版　New　Haven，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　Quarterly　economic　review・India・－

　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginally　ceased　with　1986，　no．1（1986）and

形態　1micromm　reels；35　mm　　　　　　　　　　　　　split　into：Country　report・India，　Nepal，　and：

叢書　Population　census　1991；v．3　　　　　　　　　　　Country　pro田e・India，　NepaL
　　　　　　International　population　census　publications：　別書名Economic　review　of　India　and　Nepal

　　　　　　・e亘・n，A・ia　　　　　　　　　　E・1・U・qua・t・・ly　ec・n・mi・・evi・w・India，　N・p・1

注記 8＝＝i㌶㌫｝÷nn’ng　l鷲i㌶：：：1：：1∵：驚al

編者N・paL　C・nt・al　Bu・eau・f　Stat・stlc・　　縮E，。n。mi，t　Int。llig。nce　Unit（G，eat　B，it。in）

所蔵　AMF－2（np1991－7）5400043781　　　　　　　所蔵　VOL　1966（3－4），　S967－1983（1966－1983）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMS－L19（25）

【0032】

書名　Geographical　region　tables／National

　　　　　　；霊：霊尾隠㌃：1『nSec「eta「iat，　Cent「a1　金融・財政・開発

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，　【0035】

　　　　　　1997　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Annual　report　and　balance　sheet／Nepal

形態　1micromm　reels；35　mm　　　　　　　　　　　　　Bank・一［Micro丘che　ed・］

叢書　Population　census　1991；v．4　　　　　　　　巻次等1969／70．（1969／70）－

　　　　　　International　population　census　publications：　出版　Zug，　Swltz・：IDC，1982

　　　　　　，e∂。n，　A、ia　　　　　　　形態mi…丘・h・・；11　x　15・m

注記 8＝＝＝㌶÷nn’ng注記 i竃灘駕竃罵鞘竃・：
編者　NepaJ・Central　Bureau　of　Statistics　　　　　　　　　Vbls．　fbr　1969／70．　also　called　32nd－．一，・Asian

所蔵　AMF－2（np1991－7）540004379g　　　　　　　　　　statistics・AS　88．
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別書名：A皿u瓠report　and　accouns　　　　　　　　書名　Draft　6ve　year　plan：asynopsis／Government

編者　Nepal　Bank　　　　　　　　．　　　　　　　　　　of　Nepal
所蔵　VOL：1969－1979（1969－1979）AMS－4（AS－88）　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，［19」

［0036】　　　　　　　　　　形態2mi。，。丘，h。，；11×15，m
書名　Basic　principles　of　the丘fbh　plan，1975－80　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：Kathmandu

出版　Zug・Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　：Govt．　of　Nepa1，1956（82　P．）．－Header　title：

　　　　　　Company，197g　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nepal：draft　6ve　year　plan，　a　synopsis．－IDC

形態　　1micro丘che；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　order　no：D．132．

注記　Micro6che・Originally　published：　　　　　　別書名Nepal：draft丘ve　year　plan，　a　synopsis

　　　　　　［Kathmandu］：National　Planning　Commission，編者　Nepal

編者認1識，iyaWjanaAy。ga　　所蔵A－3（N・D）52884・・432

所蔵　AMS－B－33（NIB－2）5288401424　　　　　　　［00401

晋71T＿t＿IM＿圃　書名竃竃竃竃⊇欝
巻次等一1965／66（1965／66）．　　　　出版Zug，　Switze，1㎝d、Int。，　D。。um。ntati。n
出版　Zug：Inter　Documentatlon　Co．，1982－　　　　　　　Company，［1g＿］

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　形態　　1　micro6che；11×15　cm

注記D？・？・ipti・n』d？n・19◎1（1961　1●　　　1）・titl・丘・m注記Mi，，。6。h。．0，iginally　publi，h。d、　K。thm。ndu

　　　　　　・rl即na1・・ve「・二Tltl・va・・es　sl・ghtly；～bl・飴・　　、Mini，t，y。f　E。。n。mi。　Planning，　Hi，

　　　　　　19§5／66has　a　tltle：The　Budg？t　speech．：．　　　　　　Majesty・s　Government　of　Nepal，1965（19，　iii

　　　　　　；艦麟蕊麟㌶ceM’nlsteE　臨罐三ll濫臨竺i灘＝，
　　　　　　　［K・thm㎝；u］・DO・・tm・nt・f　pubU・ity＆　　plan　issu。一［Outlin。。f…，・965．7・1．－IDC

　　　　　　Broadca8tmg，　Mlnlstry　of　Natlonal　Guldance，　　　　order　no：D．1383．

　　　　　　竃騰i竃翼鶯一別書名蹴i㍑＝瓢＝P㎞

　　　　　　鐘こ㌶＝ユ　竃琴；㎡t…坑㎞m㎞9卿d一

別酩 ＝鑑ご：蹴：dbyth・　編者《：；：＝鰐㌶ξ＝lnin、
　　　　　　The　Full　text　of　the　supPlementaエy　budget　　所蔵　AMS－B－33（N10－2）5288401457

lOO38】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro6che；11　x　15　cm

書名　Budget　speech　delivered　by　the　Honourable　　注記　Micro6che・Originaユly　published：

　　　　　　　State　Minister　fbr　Finance．一［Micro6che　ed．］　　　　　　［Kathmandu］：National　Planning　Commission，

巻次等1974／75（1974／75）－　　　　　　　　　　　　　　　　1975（ii，54　P・）・

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982．　　　編者　Nepa1・Ra8htriya　Ybjana　Ayoga

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（NIB－1）5288401416

注記 臨麗蝋麟蒜；瓢ubli、h。d、1・・42】
　　　　　　　Kathmandu：Ministry　of　Finance，［1974－．一　　書名　　Fburth－plan・1970－1975／National　Planning

　　　　　　　Originally　continues：Tbxt　of　the　budget　　　　　　　Commission，　His　Majesty’s　Government

　　　　　　　speech　delivered　by　the　Honourable　Finance　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　　Minister．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，［19－］

別書名Budget　speech　of　the　6scaユyear＿，　delivered　形態　3micro6ches；11×15　cm

　　　　　　　by　the　Honourable　State　Minister　fbr　Finance　注記　Micro丘che・Originaユly　published：Kathmandu

編者　Nepal．　Artha　Mantralaya　　　　　　　　　　　　　：The　Commission，1979（291　P・）・－Header

所蔵　VOL　1974－1985（1974－1985）AMS－4（AS－87）　　　　　title：Nepal：fburth　plan・1970－75・一”First
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published（in　Nepali）July　1970”．一IDC　order

【00391　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no：D－2101．
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別書名Nepal：fburth　plan，1970－75　　　　　　　　別書名The　text　of　the　budget　speech　delivered　by　the

編者　Nepal．　Rashtriya　Ybjana　Ayoga　　　　　　　　　　Rt．　Honourable　Prime　Minister　and　Finance

所蔵　AMS－B－33（N1－2）5288401408　　　　　　　　　　　Minister
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　supplementary　budget　speech　delivered　by

【0043］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Prime　Minister　and　Finance　Minister

書名　An　outline　of　the　second　plan／［National　　編者　Nepaユ・Artha　Mantralaya

　　　　　　Planning　Council，　Ministry　of　Economic　　　所蔵　VOL：1966－1974（1966－1974）AMS－4（AS－87）

　　　　　　A丑airs，　His　Majesty，s　Government］

出版Zug，　Switze，1。nd、Int。，　D。。um。ntati。n　【°°46］　．　　　　　　．
　　　　　　C。mpany，［・9－】　　　　　　書名Th・t≒・rd　plan，1965－70／［N・ti・nal　Plannmg

形態・竺i…丘・h・；1・．X・5・m．　　出版…：榴itze，land、Int。，D。，um。nt。ti。n

注記

三㌶耀竃繊形態無鵠1×15－
　　　　　　G。v。mm。nt，1962（25　P．）．－H。ad。，　titl。、　注記Mi…丘・h・・O・ゆally　publi・h・d・

　　　　　　蹴＝：＝漂跳還b，　＝蹴＝慧㌶聯；互P）．
　　　　　　His　Majesty・s　Government，　Nepal，，．－IDC　　　　　　－HeaCer　tltle：Nepal：Natlonal　Plannmg

　　　　　　order　no：D－677．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Councll：the　thlrd　plan，1965－70・－IDC　order

｛0044】

書名　Statement　of　accounts／Nepal
　　　　　　Bank．一［Micro6che　ed．j

巻次等一1965／66（1965／66）

出版　Zug，　Switz．：IDC，1982

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Description　ba8ed　on：1960／61．－Reprint．

　　　　　　Originally　published：Kathmandu：Nepal

　　　　　　Bank，［19－1966］．－Micro6che　ed．　has　a

　　　　　　header　title：AnnuaJ　reprot　and　balance　sheet．

　　　　　　－Originally　continued　by：Annual　report　and

　　　　　　accounts／Nepal　Bank．一，，　Asian　statistics”

　　　　　　AS　88．

別書名Annual　reprot　and　balance　sheet

編者　Nepal　Bank

所蔵　VOL　1960－1966（1960－1966）AMS－4（AS－88）

【0045］

書名　The　Text　of　the　budget　speech　deliverd　by　the

　　　　　　Honourable　Finance　Minister．一［Micro丘che　ed．］

巻次等1966／67（1966／67）－1973／74（1973／74）

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982一

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Title　varies　slightly；voL　fbr　1969／70

　　　　　　（1969／70）has　a　title：The　text　of　the　budget

　　　　　　speech　delivered　by　the　Rt．　Honourable　Prime

　　　　　　Minister　and　Finance　Minister．－Micro丘che．

　　　　　　Originally　published：Kathmandu：Ministry

　　　　　　of　Finance，［1966－1973］．－Includes　the

　　　　　　supplementaエy　budget、speech　fbr　1967／68．－

　　　　　　Origina皿y　continues：The　Budget　speech．－

　　　　　　Originally　continued　by：Budget　speech．
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パキスタン　　　　　讃裟等認。11！↑；C，。、gg4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　microfiches；11　x　15　cm

一般統計　　　　　注記麗蹴b霊9蹴瓢蕊n，Pl＿ing＆

；τ1】、。＿P＿i⌒蝉田／竃黙撒竃＝民
　　　　　　聖dSral　Bu「eau・f　St・t・st・c・，　Stat・stlcs．　　　（Mu・a』b・d，　A。ad　K品hmi，）．．

出版籔ll器念㌘㌢　裂璽名：；1＜＝＝＿t
鷲＝ll；；；±；：㌫P．－R。p，in七所蔵襯；撫聯蒜AM＆4（＆58・）

　　　　　　0・ゆally　publi・h・d・K・・a・hi・Manag…f　【0005］

　　　　　　Publi・ati・n・，［1983］・　　　　　書名N．W．F．R　d・v・1・pm・nt・t・ti・ti・・．一【Mi。，。丘。h。

編者　Pakistan・Fbderal　Bureau　of　Statistics　　　　　　　ed．］

所蔵　AMS－4（AS－158）5300007779　　　　　　　　出版　Leiden：IDC，c1994
　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：Lc・61－4；　形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　also　in　micro丘che：AMS－L－24（pk）　　　　　　注記　Description　based　on：1986．＿Micro6che．

器21、。＿k－nin＿、9　2／i竃耀膣麟繍竃
　　　　　　蕊鴬盤1罐鑓麟icr。丘，he　霊i：ii認絆甜nu…D・v・1・pm・nt

出版瓢hi輌D．C．、C。ng，essi。n。lIn＿i。n別書名：＝・t－・・P・・vin・ed・v・1・pm・nt

　　　　　　S・・vice，［199－］　　　　　　　　NWFP　d。v。1。pm。nt，tati，tics
形態　7micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Development　statistics

注記　”FBS－132／5000”－Original　t・P・・－Reprint・　　編者　　North－west　Frontier　Province（Pakistan）．

　　　　　　Originally　published：Karachi：Manager　of　　　　　Bureau　of　Statistics

　　　　　　；：㍑t畿盟；tこ認蒜蒜慧ti°n：所蔵V・L・・986，　S989（・98G・989）AM＆4（＆559）

別書名Current　national　statisical　compendiums　　　lOOO6】

編者　Pakistan．　Fbderal　Bureau　of　Sta伽tics　　　　書名　Pakistan　statistical　yearbook／Statistics

所蔵　AMS－L24（pk）5300030524　　　　　　　　　　　　Division，　Ministry　of　Finance，　Planning＆

　　　　　　※五brary　has　also　in　printed　fbrm：Lc．61－4；　　　　　Economic　A丑airs，　Government　of

　　　　　　also　in　micro6che：AMS－4（AS－158）　　　　　　　　　Pakistan・一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Westport，　Co皿．：Greenwood　Press，［19－］

【0003】　　　　　　　　　　形態mi，，。6。h。，、ill．；11　x　15，m
書名A・ad　K却mi・at・glance／P・ep・・ed　by　注記Micr。6，h。．0，i亘n瓠ly　publi、h。d、　Ka，a。hi：

　　　　　　（Stati・ti・al　Secti・n）Planning＆D・v・D・ptt・　　M・n・g。・。f　Publi，ati。n、．－D。，c，ipti。n　based

　　　　　　G・vt・・f　A・ad　Jammu＆Ka・hmi・・一［Mi…6・h・　　・n・1974．－O，i亘n。lly　b。gan　in　1952，。£

　　　　　　・d・l　　　　　　　　　　USMARC．－Wl，．動，1981．　i部u。d　by、恥d。，al
出版　Leiden：IDC，c1992　　　　　　　　　　　　　　Bureau　of　Statistics，　Statistics　Division，

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Government　of　Pakistan．－Vbls．　fbr　1976一

注記　Description　based　on：1989．－English　and　　　　　　reprinted　by：Washington，　D．C．：

　　　　　　Urdu；Urdu　title：Azad　Kashmir　ek　nazar　　　　　　　CongressionaユInfbrmation　Service．－In

　　　　　　men．－Micro丘che．　Originally　published：　　　　　　　microfiche　collection：Current　nationa1

　　　　　　【Muzaf［aエabad］：．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　statistical　compendiums／Congressional

別書名Azad　Kashmir　ek　nazar　men　　　　　　　　　　　　Infbrmation　Service．

編者　Azad　Kashmir．　Planning　and　Development　　男ll書名Pakistan　statistical　year　book

　　　　　　Dept　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Current　national　statistical　compendiums

所蔵　VOL：1989（1989－1989）AMS－4（S－581）　　　　編者　Pakistan・Ministry　of　Finance，　Planning＆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Economic　A亀irs．　Statistics　Division

［0004】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan．　Fbderal　Bureau　of　Statistics

書名　Azad　Kashmir　statistical　yeaエ　　　　　　　　所蔵　VOL　1974，　S976－1981，　S984－1989’（1974－1989）

　　　　　　book．一［Micro6che　ed．l　　　　　　　　　　　　　　　　AMS－L－24（pk）
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　　　　　　　※1952，S955，S957－1958，S962－1968，S974，　　【0009】

　　　　　　　S976－1981，　S984－1989　in　printed　fbrm：Lc・61－4，書名　Statistical　year　book．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　and　also　in　micro6che：AMS－4（AS－91）　　　　巻次等一1988（1988）

【…7】　　　　　　擁蒜ぽ□c謬。m

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，1981　　　　　　　Kashmir，［19－1989？】．－Originally　continued

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　by：Azad　Kashmir　statistical　year　book．

注記　Micro丘che・OriginaJly　published：Karachi：　　別書名Statistical　yeaエbook

　　　　　　Manager　of　Publications・1951－・－Issues　fbr　編者　Azad　Kashmir．　Planning　and　Development

　　　　　　　1970－73were　not　published・Annual　coverage　　　　　　Dept

　　　　　　無。2蒜霊鴇㍑；竺y蒜驚t’st’c副所蔵V・L・1988（・98＆・988）AM＆4（＆58・）

　　　　　　　1952－1968issued　by：CentraユStat拍ticaユ0冊ce；

　　　　　　霊鑑蕊漁隠欝認誌　人・統計
　　　　　　Division，　Government　of　Pakistan・　　　　　　　　　　＊一〈1951＞一＊

編者　Pakistan．　Central　Statistical　OHice

　　　　　　Pakistan．　Federal　Bureau　of　Statistics　　　　　　［00101

所蔵　VOL　1952，　S955，　S957－1958，　S962－1968，　　　書名　Pakistan：report＆tables／by　E．H．　Slade

　　　　　　S97∠」1981，　S9841989（1952－1989）　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　AMS－4（AS－91）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　　※1952，S955，　S957－1958，　S962－1968，　S974，　　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　S976－1981・1984－1989　in　printed　fbrm：Lc・61－4　叢書　Census　of　Pakistan，1951；．［Census　report］；

　　　　　　；1974，S976－1981，　S984－1989　also　in　　　　　　　　　　　　　　　v．1

　　　　　　micro丘che：AMS－L－24（pk）　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

［0008】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Karachi：Manager　of

書名　Statistical　pocket－book　of　Pakistan／　　　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，［195－？】－

　　　　　　G・v・mm・nt・f　P・ki・tan，　P・e・id・nt’・　　　　1v．（w・i・u・p・ging・）・ill．，　map・；25・m．

　　　　　　Secrρtaエiat，　Economic　A飽irs　Division，　Central編者　Census　Organization（Pakistan）

　　　　　　St・tlsti・訓O伍ce・一［Mi…丘・he　ed・］　　　　Sl。d。，　E．　H．

出版　Westport，　Conn・：Greenwood　Press，119－］　　所蔵　AMF－L56（1）5400025192

形態mi…丘・h…ill・；11　x　15・m　　　　　※Lib，a，y　has　al，。　P，int。d。d．、　Ld．61．17

注記　Description　based　on：1970．－Originally

　　　　　　published：Karachi：Manager　of　Publications．［0011］

　　　　　　－Originally　began　in　1962，　c£LC－MARC・一　書名　Baluchistan：report＆tables／by　Agha　Mir

　　　　　　Issued　vol．　fbr　1971－1972：by　Government　of　　　　　Yakub　Shah

　　　　　　Pakistan，　President’s　Secretariat，　Economic　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Coodination＆External　Assistance　Division，　　　　　　1977

　　　　　　Central　StatisticaJ　Ofnce；vol・fbr　1973：by　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　蒜麗r＝麟’；麟：’n　e’叢書ε・；・u・・fP－，・951；・［C・一・・ep・・t］；

　　　　　　＝h蕊㌶罐＝霊゜　慧ごnati・nalp・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

ll名

　　　　　　D・v・1・pm・nt・Stati・ti・al　Divi・i・n　　　【0012】

所蔵　VOL：1970－1973（1970－1973）AMS－L24（pk）　書名　North－West　Frontier　Province：report＆

　　　　　　※Library　has　also　in　printed　fbrm：Lc・61－4　　　　　　tables／by　Sheikh　Abdul　Hamid
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　Pakistan，1951；．lCensus　reportl；

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v．7

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　Census　of　Pakistan，1951；．［Census　report］；　　　　Asia

　　　　　　v．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Karachi：Manager　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，［195－？］．

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Tables　of　economic　characteristics　West

注記　　Originally　published：Karachi：Manager　of　　　　　pakistan

　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，［195－？F編者　Census　Organization（Pakistan）

　　　　　　1v．（vaエious　pagings）；25　cm．　　　　　　　所蔵　AMF－L56（1）5400025259

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－17

　　　　　　Hamid，　Sheikh　Abdul

所蔵　AMF↓56（1）5400025226　　　　　　　　　10016］
　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　ed．：Ld．61．17　　　　書名　　East　Bengal：tables／by　H・H・Nomani

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

【0013】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

書名　Punjab＆Bahawalpur　State：report＆tables　形態　1micro61m；35　mm
　　　　　　／by　M・H・Mahmood　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　Pakistan，1951；．［Census　report］；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　v・8
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

叢書 ε・：・u・・fP⌒195・；・［C・n・usrep・・t］；注記2蕊黙票：：蒜瓢縫：r9；9匡？F

　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti。n　cen、u，　publi。ati。ns：　　1v・（va・i・u・p・葭ng・）；25・m・

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Census　Organization（Pakistan）

注記　　Originally　published：Karachi：Manager　of　　　　　Noma皿i，　H・H・

　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，［195．？］一　所蔵　AMF－L56（2）5400025267

　　　　　　1v．（various　pagings）；25　cm．　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed・：Ld・61－17

篇璽黙≦灘：1＿，竃1騨＝ぽ＿＿㎞，

［00141　　　　　　　　　形態1mi…丘lm；35　mm
書⊇蹴：㌫1㌶｛・ep・・t＆t・bl・・／by叢書εe；sus°fPak’sta隅1951；’［Census「ep°「ts］；

出⊇；；db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，　麗nati°nalp°pu’ati°ncensuspubl’cat’°ns：

形態・mi…61m；35　mm　　　注記㍑：㍑ぽ慧1蹴撫a㌶．
叢書

注記O・・亘nally　publ・sh・d・K・・a・hi・Manag…f　　Op。，ati。n，．．

　　　　　　r？1艦聯罐ist㎝’119与？篇＝鵠’・1温蹴tan）

編者 ＝灘襟瓢1！stan）　　　※Lib・a・yh－1・・P・int・d・己・－7（・95・）

所蔵　AMF－L56（1）5400025242　　　　　　　　　【0018］

　　　　　　※nbrary　has　also　printed　ed．：Ld．61－17　　　書名　Provisional　tables　of　population

【…5］　　　　　　　出版認；；db「’dge，　C°　：Resea「ch　Pub”cat’°ns，

書名　West　Pakistan：tables　of　economic　　　　　形態　1micromm；35　mm

出版C鑑濃。＿、R。，e＿hPubli，ati。n、，叢書驚niu・・fP・ki・tan，・95・；・C・n・u・bull・tin；

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　1nt・mati・nal　p・pulati・n　cen・u，　publi。ati。n，、
形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Asia
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注記　Originally　published：Karachi：0伍ce　of　the　注記　Published　under　the　authority　of　Home　Afrairs

　　　　　　Census　Commissioner，　Govt．　of　Pakistan，　　　　　　Divison，　Ministry　of　Home＆Kashmir　AHairs，

　　　　　　Ministry　of　the　Interior（Home　Division），1951　　　　Kaエachi．－Originally　published：Karachi：

　　　　　　－ii，6p．：ill，，　map；25　cm．一，，　Census　51－　　　　　Manager　of　Publications，　Goverment　of

　　　　　　no．29”．”H　D－3”．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan，1964－1v．（various　pagings）：ill．，

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　　　　maps；25　cm．

所蔵　AMF－L56（2）5400025283　　　　　　　　　編者　Nomani，　H．　H．
　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－17（1951）　　　Census　Organization（Pakistan）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L56（13）5400025911

10019】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　ed．：Ld．
書名　Population　according　to　religion（table　6）　　　　　　61－17（1961）

出版 認；；db「idge・C°　：Rese　h　Pub”cat’°ns，［・・22】

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　West　Pakistan：tables＆ごeport／by　Aslam
叢書C・n・u・・fP・㎞・tan，・951；・C・n・u・bull・tin；　麗：：鑑：：n・C・S・R，　d’「ect°「°fCensus，

　　　　　　竃一t－pu　一・publ㎞t　・出rd㎞’d－・　Publ　，

注記0，iginally　publi，h。d、　K。，a。hi、O伍ce。f　the形態1mi…iHm；～5　mm

　　　　　　C，n、u，　C。mmi部i。n。，，　G。vt．。f　P。已、t。n，　囎C・n・u・gf　Pak・stan　1961；n・・160・

　　　　　　Mini、t，y。f　th。　Int。・i。・（H。m。　Divi，i。n），1951　P・pul・t；・n；v・3．　　．，

　　　　　　※L・b・a・yh品・1・・prlnt・d・d・・Ld・61－17（1951）　K訂。。hi．－0，iginally　publi、h。d、　Ka，a。hi、

　　　　　　＊一〈196・〉一＊　　　　　鵠瓢麟；t三n濃蒜㌶），ilL，

【0020】　　　　　　　　　　　　m・p・；25・m・
書名　Pakistan：tables＆report／by　A．　Rashid　　編者　Khan・Aslam　Abdullah　．
出版　Woodbridge，　Conn：Research　Publications，　　　　Census　Organization（Paklstan）

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF↓56（13）5400025929

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed・：Ld・61－17（1961）

蛙C・n・u・・fP・垣・tan　1961；n・・158・　　【0023】
　　　　　　Populatlon；v・1　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Non．agricultural　labour　fbrce

　　　　　　隠nat’°na’p°pu’ati°ncensuspub”cati°ns：出版認；；db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

注記Publi・h・d　und・r　th・a竺th・・ity・f　Mi垣・t・y・f形態1mi，，。61m；35　mm

　　　　　　Hg〔＆Kashm・r　A飽’「s（Hrm・A飽’「s．叢書C，n、u、。f　P。ki，tan・96・；n。．・62．165

　　　　　　鰍輪罐罐寳？1野　’｛t㎞rli三t㎞：

編者
1黙ご）（遮　注記

所蔵　AMF－L56（12）5400025903　　　　　　　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，［196－？］一

　　　　　　※nbrary　has　also　printed　ed・I　Ld・61－17（1961）　　　－v．；25　cm．

馨㍗】 羅欝竃㌔⑰5937
出版　Woodbridge・Conn：Research　Publications，　　　　v．6，　pt．1．　West　Pakistan：AMF－L56（14）
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400025952

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　v，6，　pt．2．　West　Pakistan：AMF－L－56（15）

叢書　Census　of　Pakistan　1961；no．159．　　　　　　　　5400025960

　　　　　　Population；v・2　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　aJso　printed　ed．：Ld．61－17（1961）

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0024】
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書名　Housing，1960／Compiled　and　published　　　　　　Chagai，　pts．1－5：AMF－L56（4）5400025366

　　　　　under　the　authority　of　Ministry　of　Home＆　　　　　　Chittagong，　pts．1－5：AMF－L56（4）

　　　　　Kashmir　A旺airs（Home　Affairs　Division）　　　　　　　5400025374

　　　　　Government　of　Pakistan　　　　　　　　　　　　　　　Chittagong　Hill　Tracts，　pts．1－5：AMF－L－56（4）

出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　5400025382
　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Comilla，　pts．1－5：AMF－L－56（4）5400025390

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Dacca，　pts・1－5：AMF－L－56（4）5400025408

叢書　Census　of　Pakistan　1961；no．155．156　　　　　　　　Dadu，　pts・1－5：AMF－L56（5）5400025416

　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　Dera　Ghazi　Khan・pts・1－5：AMFL56（5）

　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400025424

注記　Originally　published：Karachi：Manager　of　　　　　Dera　Ismail　Khan，　pts・1－5：AMF－L56（5）

　　　　　Publi・ati・n・，　G・v・・m・nt・f　P泳i・tan，［196－？1－　　5400025432

　　　　　－v．；25cm．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dinajpur，　pts・1－5：AMF－L56（5）

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　　　　5400025440

所蔵

　　　　　㌶2鑑Pa垣・tan・AM兄L56（・6）　　㍑霊：L5、　AMFL56（6）54…2548・

　　　　　　※Lib・a・y　h－1・・P・int・d・d・・Ld・61－・7（・96・）　蒜蒜㌶pts・1－5：AMF－L56（6）

　　　　　　・一〈1961，P・pul・ti・n＞一・　　　　　J…b・b・d，　pt・・1－5・AMF－L－56（6）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400025507

［00251　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jessore，　pts．1－5：AMF－L56（6）　5400025515

書名　District　census　report／compiled　and　issued　　　　　Jhang，　pts・1－5：AMF－L56（6）5400025523

　　　　　　under　the　authority　of　Ministry　of　Home　and　　　　　Jhelum，　pts・1－5：AMF－L56（6）5400025531

　　　　　　Ka5hmir　Af』irs，　Home　A亀irs　Division，　　　　　　　Kalat，　pts・1－5：AMF－L56（7）5400025549

　　　　　　Government　of　Pakistan　　　　　　　　　　　　　　　Khairpur，　pts．1－5：AMF－L56（7）

出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　5400025556
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kharan，　pts．1－5：AMF－L－56（7）　5400025564

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Khulna，　pts・1－5：AMF－L－56（7）5400025572

叢書P。pulati。n　cen。u、。f　P。垣，tan　1961；n。．　　　K・h・t：pt・・1－5・AMF－L－56（7）5400025580

　　　　　　91．152　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kushtla・pts・1－5：AMF－L56（7）5400025598

　　　　　　1nt。mati。n。l　p。pul。ti。n　cen、u，　publi。ati。㎎、　　La・㎞・，　pt・・1－5・AMF－L56（7）5400025606

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lasbela・pts・1－5：AMF－L－56（8）　5400025614

注記

一

所蔵B曲・waln・g肛，　pt・・1－5・AMF－L－56（3）　　　N。欲h瓠i，　pt，．・．5、　AMF．L56（9）54…2572・

　　　　　　議議P－AM－6（3）　鼎よ5i＝ll（914°°°25739

　　　　　　蒜蹴5pts’1□：AM早L56（3）　　蒜蹴hin，pt・・L5・AMFL56（・・）

　　　　　　蹴’蕊：＝謝㌶欝　聯腸藩ha隅pt＆L5・AMFL56（・・）

　　　　　　縮；㍑「・pts’1－5：AMF－L－56（3）　　R・j・h・hi・pt…－5・AMF－L56（・・）
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　　　　　　5400025770　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Kar㏄hi：Population

　　　　　　Rangpur，　pts．1－5：AMF－L56（10）　　　　　　　　　　Census　Commission，　Ministry　of　Home　AHairs，

　　　　　　5400025788　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　of　Pakistan，1961－ii，15　p．：

　　　　　　Rawaユpindi，　pts．1－5：AMF－L56（10）　　　　　　　　　map．一，，　Census　61，　R　no．57，，．

　　　　　　5400025796　　　　　　　　　　　　　　　別書名Second　census　of　Pakistan　1961：provisional
　　　　　　Sanghar，　pts．1－5：AMF－L－56（11）　　　　　　　　　　tables

　　　　　　5400025804　　　　　　　　　　　　　　　編者　Pakistan．　Home　Af［airs　Division

　　　　　　Sa・g・dha・pt・・1－5・AMF－L56（11）　　　　C・n・u・0・g・ni・ati・n（P欲i・t㎝）

　　　　　　5400025812　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L56（16）5400026000

　　　　　　1＝霊pt＆L5：A肌56（11）　　※Lib　y　h品al・・P・int・d・d・L乱6L・7

　　　　　　Si・！k・t，　pt・・1－5・AMF－L－56（11）5400025838［・・28］

　　　　　　Thatta，　pts．1．5：AMF．L56（12）5400025887　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Zh・b，　pt・．1－5・AMF－L－56（12）5400025895　　1977

　　　　　　※Ub・a・y　h脳al，。　P・int。d。d．・Ld．61－17（1961）形態1mi…61m；35　mm

　　　　　　※Lacking：Karachi，　Lahore　　　　　　　　　叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；no・88・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　bulletin；no．2

【00261　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

書名　Census　report　of　Tribal　Agencies／compiled　　　　　Asia

　　　　　　and　issued　under　the　authority　of　Ministry　of　注記　Originally　published：Karachi：Ma皿ager　of

　　　　　　Home＆Kashmir　Afrairs（Home　Af抗irs　　　　　　　　publications，　Goverment　of　Pakistan，1961－

　　　　　　Division），　Government　of　Pakistan　　　　　　　　　　210　P．：ill．，　maps；25　cm．

出版　Wbodbridge・Conn・：Research　Publications・　男ll書名Final　tables　of　population

形態1三1。，。mm．35　mm　　　　縮C・n・u…gani・ati・n（P・ki・t⇒

叢書P。pul。ti。n：。n、u，。f　Pa垣，tan、96、　　所蔵A竺L56（16）54°°926°18
　　　　　　1nt。mati。n砿P。pul。ti。n，en、u、　publi，ati。n，、　　※nb・a・y　h品al・・P・mt・d・d・：Ld・61－17（1961）

注記 ⊇＝蒜麟麟馨τ9］＿d⌒1⊇。＿

　　　　　　A亀irs，　Home　A舳rs　Division，LCover．　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

内容　pt．1．　General　description／compiled　by　　　　　　1977

　　　　　　Muhammad　Sharif　Sheikh．－pt．2．　Population形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　tables／compiled　in　the　Of6ce　of　the　Director　叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；no・89・

　　　　　　of　Census，　West　Pakistan，1、ahore．－pt．3．　　　　　　　　Census　bulletin；no・3

　　　　　　Village　statistics／compiled　by　A．U．　Saleem．　　　　　International　population　census　publications：

編者　Pakistan．　Home　Af［airs　Division　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　注記　Originally　published：Karachi：Manager　of

所蔵　pt．1－3：AMF－L56（17）5400026075　　　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，1962－
　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－17（1961）　　　xxvi，416　P・：ill・；25　cm・

　　　　　　・一〈・96・，C・n・u・bull・tin＞一・　簾霊；蒜za㌶1霊㎝）

［00271　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－17（1961）

書名　Provisional　tables　of　population

出版　Woodbridge，　Conn：Research　Publications，　｛0030】

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Literacy　and　education／OHice　of　the　Census

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Commissioner，　Ministry　of　Home　and　Kashmir
叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；．Census　　　　A亀irs・Home　Af』irs　Division，　Karachi

　　　　　　bulletin；no．1，　prelim．　release　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications：　　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
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叢書　Population　census　of　Pakistan　1961；no．90．　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Census　bulletin；no．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　International　population　census　publications：　注記　Originally　published：Karachi：Dept．　of　Films

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Publications，　Govt．　of　Pakistan，1965一

注記　Originally　published：1〈arachi：Manager　of　　　　　iii，50　p．：ill．，　maps．－Bibliography：p．50．

　　　　　　Publications，　Goverment　of　Pakistan，1962一　編者　Ahmad，　Nazir

　　　　　　幻dii，331　p．：ill．；24　cm．　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan．　Central　Statistical　Of五ce

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　所蔵　AMF－L56（17）5400026067

所蔵　AMF－L56（17）5400026034　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－17（1961）

　　　　　　※Lib「訂y』1・・P・int・d・d・・Ld・61－17（1961）　・一〈・972＞一

［0031］　　　　　　　　　　［0034】
書名　Economic　characteristics：population　by　sex，　書名　Provisional　tables

　　　　　　sel』upPorting　Persons・agricultural　labour　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　飴・ce・n・n－ag・i・ultu・al　l・b・u・わ・ce＆　　　　［197－？］

　　　　　　dependents／compiled　and　published　under　　形態　　1　microfilm　reel；35　mm

　　　　　　th・auth・・ity・f　A・Ra・hid　and　Ex－0伍・i・　叢書P・pul・ti。n・en，u，。f　Paki、t。n，1972；．C。n、u，

　　　　　　Joint　Secretary，　Ministry　of　Home　and　　　　　　　　bulletin；no．1

　　　　　　Ka・hmi・A亀i・s，　H・m・A亀irs　Divi・i・n　　　Int・・nati・n・l　p。pul。ti・n　cen，u，　publi，ati。n，、

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　region，　Asia

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Census

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Organisation，　Interior　Division，1973－4p．：

叢書　Population　census　of　Pakista皿1961；no．153．　　　　map．

　　　　　　Census　bulletin；no．5　　　　　　　　　　　編者　Census　Organization（Pakistan）

　　　　　　International　population　census　publications：　所蔵　AMF－2（pk1972－1）5400043815

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

注記　Originally　published：Karachi：Manager　of　　　　　Ld．61－17（1972）

　　　　　　霊鵠’言s温？：e惣゜fP旗’stan，［19G？］一【・・351

編者　Rashid，　A．　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Distlict　census　report／compiled　and

　　　　　　C・n・u・0・gani、。ti・n（Pa垣，tan）　　　　publ’sh・d　und？・｝h・auth・・ity・f　Abdul　Latif，

所蔵 ＝麟＝＿7（、961）撒撒議、㌶竃！㎡
100321　　　　　　　　　　　pakistan
書名

　　　　　　。f　H。m。　and　K品hmi，　A亀irs，　G。v。mm。nt。f館P・pul・t□n　cen・u・・f　Fak・st叫1972．，

　　　　　　Pakistan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Internatlonal　populatlon　census　publlcatlons：

出版 ㌫db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ti－・，注記麟a6’；ubli，h。d、　K。，a，hi、M。n。g。，。f

注記

儲蕊s：6篭㌶⌒tan）　　：＝2i－AMF2（pk197多4）
所蔵　AMF－L56（17）540002605g　　　　　　　　　　　　Multa皿／Quetta－Pishin：AMF－2（pk1972．5）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400043864

［°033］　　　　　　　　　　　R。himya，　Kh皿／Sh。i㎞upu，a、
書名　Population　in　Pakistan／Nazir　Ahmad　　　　　　　AMF－2（pk1972．6）5400043872

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Sialkot／Thatta：AMF－2（pk1972－7）
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400043880

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Zhob：AMF－2（pk1972－8）5400043898
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　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　Ld．61－17（1972）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Government　of　Pakistan，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［198－］一．

｛0036］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Khan，　Akhtar　Hasan

書名　Census　report　of　Islamabad／compiled　and　　　　　Population　Census　Orga皿isation（Pakistan）

　　　　　　published　under　the　authority　of　Abdul　Latif，　所蔵　　［without　special　title］／Baluchistan：

　　　　　　Census　Commissioner　and　Ex－o伍cio　Joint　　　　　　AMF－2（pk1980／1981）　5400043930

　　　　　　Sec・eta・y，　C・n・u・0・gani・ati・n・Mini・t・y・f　　※Lib・a・y　h品・1・・P・int・d飴・m・

　　　　　　Int・・i・・，　St・t・・and　F・・nti・・R・葭・n・，　G・vt・・f　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　Pakistan

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　【0039］

　　　　　　［197－？1　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Housing　census　of　Pakistan，1980：summary

形態　　1micromm　reel；35　mm．　　　　　　　　　　　　　results

叢書　Population　census　of　Pakistan，1972　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1992

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

注記　Originally　published：1〈arachi：Manager　of　　叢書　Census　bulletin／Population　Census

　　　　　　Publications，1978－・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Organisation（Pakistan）；6

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1、atif，　Abdul　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

所蔵　AMF－2（pk1972－8）5400043906　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population
　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Govt．　of　Pakistan，

　　　　　　1、d．61－17（1972）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1982】－23　p．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Khan，　Akhtar　Hasan

【0037］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）

書名　Housing，　economic，　and　demographic　survey，　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400043948

　　　　　　1973　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　micro丘lm　ed．：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　AMF－2（pk1980／1981）
　　　　　　［197－？］

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　［0040】

叢書　Population　census　of　Pakistan　　　　　　　　書名　Housing　census　report　of　Baluchistan，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　December　1980

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　Originally　published：Islamabad：Census　　　　　　1992
　　　　　　0rganization，　Interior　Division，　Govt．　of　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　Pakistan，［197－？］－v．；22　x　28　cm．－Vbl．2．　叢書　Housing　census　publication／Population

　　　　　　Statistical　tables．　pt．1．　Pakistan－Pt．2．　　　　　　　　Census　Organisation（Pakistan）；no．5

　　　　　　N．W．F．P．－Pt．3．　Punjab－Pt．4．　　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　Baluchistan－Pt．5．　Sind．　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

編者　Census　Organization（Pakistan）　　　　　　　注記　OriginaJly　published：Islamabad：Population

所蔵　v．1－3：AMF－2（pk1972－8）5400043g14　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　v．4－5：AMF－2（pk1973）5400043922　　　　　　　　Govt・of　Pakistan，［19821－iv，60　P・；28　cm・一

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　，，　Compiled　and　published　under　the　authority

　　　　　　Ld．61－17（1973）　　　　　　　　　・f　D・・Akht・・Hasan　Khan・C・n・u・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commissioner”．

　　　　　　＊一〈1980，Housing＞一＊　　　　　　　　　　編者　Khan，　Akhtar　Hasan
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）

【0038】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400043997

書名　Housing　and　population　censuses　of　Pakistan，　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1980－1981：provisional　tables　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I・d．61－17（1981）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10041］

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　書名　Housing　census　report　of　NWFP　and　FATA，

叢書　Census　bulletin／Population　Census　　　　　　　　December　1980

　　　　　　0rganisation（Pakistan）；1－5　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　1992

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　r㏄1；35　mm
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叢書H・u・ing　ce鵬u・publi・ati・n／P・pulati・n　【0044】

竃瀞＝t＝鑑t…・富叢竃霊：＝ご1＝21°
注記　Originaユly　puDlished：Islamabad：Population　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

編者竃m欝：：：Kh∵　注記巖｝蟻＝＝＝
所蔵壁㌶齢㌫9＝ぽStan）　謡認劉；1㌶認1：㌃tこ。，ity
　　　　　　※nb・a・y　h・・al・・P・mt・d飴・m・　　　　・f　D・．　Akht・・H品。n　Kh㎝，　C。n，u，

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commissioner”．

［・・42】　　　　　　　　縮Kh・n，　Akhta・H品an
書名 撫ingcen・usrep・・t・fP欲i・t・ψecemb・・所蔵霊蒜畷；8；9鴛蒜9；ak’s　）

出版 認；；db・idgらC・…・R・・earchPubli・ati・n・・　霊臨鏡）a’s°P「’nted飴「m：

形態1mi…61m・eel；35　mm　　　　　　・一〈・981＞一・
叢書　Housing　census　publication／Population

　　　　　　Census　Organisation（Pakistan）；no．1　　　　　［0045］

　　　　　　International　population　census　publications：　書名　　1981　census　report　of　Baluchistan　Province

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm　reel；35　mm

注記　Originaユ1y　published：Islamabad：Population　叢書　District　census　report；no．66

　　　　　　C・n・u・0・gani・ati・n，　G・vt・・f　P・ki・t㎝，　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u，　publi。ati。n，、

　　　　　　［1982］－iv，65　P・；28　cm・一”Compiled　and　　　　　　region，　Asia

　　　　　　published　und・・th・auth・・i｝y　Pf　Akht・・　注記0・iginally　publi・h・d・1、1。m。b。d、P。pulati。n

　　　　　　H品an　Khan，　C・n・u・C・mm・部・・n…”・　　　C・n・u・0・gani、ati。n，　St。ti、tics　Divi、i。n，

編者　Khan，　Akhtar　Hasan　　　　　　　　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－116　P．：fbrms，　map

　　　　　　P・pul・ti・n　C・n・u・O・gani・ati・n（Paki・tan）　　　；28，m．

所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400043955　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044656

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　　　※Lib，a，y　h品。1，。　P，int。d品，m：

［・・43］　　　　　　　　　　Ld・61－17（1981）
書名　Housing　census　report　of　Punjab，　December　　【00461

出版Clldb・idg亀C。…、R。，ea，chPubli，ati。n、，書名器。隠・灘㍗d・・a’lyAdmini・t・・ed

形態1三i。，。mm，eel；35mm　　出版認；；db・id《n・・R・・e－hPubli・ati・n・，

叢書　Housing　census　publication／Population　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　Census　g「g・ni・ati・n（P・k拍tan）；n・□．　叢書Di、t，i，t　cen，us　rep。は；n。．62

　　　　　　1nt；「nat’°竺a1　P・pul・t・・n　cen・u・publ・cat1・耶・　Int。mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi。ati。ns：

　　　　　　「eg・n，　Asla　　　　　　　　　，egi。n，　A、ia
注記 8罐麟麗2麟d6麟at’°n注記＝＝ぽ，＝d6i二認ati・n
　　　　　　漂品罐艦え識：28c肌　雛t＝1隠＝iip，・2』・・
　　　　　　艦盤霊．Akhta「H　n　Khan・Census縮P・pulati・n　C・n・u…ごani・ati；n（Paki・tan）

瀦Kh。n，　A㎞ta，』n　　　　所蔵AMr－2（pk1981－3）54°°°“6・7

所蔵＝＝8㌃9＝9Ca垣・tan）　霊臨謬s°P「mted飴「m：

　　　　　　※Lib・a馳品al・・P・int・d飴・m・　　　【0047】

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　書名　1981　census　report　of丘lamabad
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（血Publications，
　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

叢書　District　census　report；no．1　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．21

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

注記　Originally　published：Islamabad：Population　注記　　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　Govt．　of　Pakista皿，1983－155　p．：K）rms，　map　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－51，　xvi　p．，11eaf　of

　　　　　　；28cm．一”Compiled　and　published　under　the　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一，，　Compiled　and

　　　　　　authority　of　Dr．　A㎞tar　Hasan　Khan，　census　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtar

　　　　　　commissioner．”．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hasan　Khan，　census　commissioner．”．

編者　Khan，　Akhtar　Hasan　　　　　　　　　　　　編者　Khan，　Akhtar　Hasan
　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakista皿）　　　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）

所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044615　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044649
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　1、d．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld．61－17（1981）

［00481　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0051】

書名　1981census　report　of　Karachi　Division　　　　書名　1981　census　report　of　North　West丘ontier

出版　Woodbridge，　Conn．：Resealch　Publications，　　　　Province

　　　　　　　lgg2　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1992
叢書　District　census　report；no．61　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm
　　　　　　International　population　census　publications：　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

注記　Originally　published：Islamabad：Population　注記　Originally　pubHshed：Islamabad：Population
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　Govt　l

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－111，　xvi　p．，14］leaves　　　　of　Pakistan，1984－116　P・：fbrms，　map；28

　　　　　　0f　plate：fbrms，　map；28　cm．　　　　　　　　　　　　　cm．－Series　statement　omitted，　intended　to

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　be　published　in　series：District　census　report・

所蔵　AMF－2（pk1981．4）5400044623　　　　　　　別書名District　census　report

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044664

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

【0049】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－17（1981）

書名　1981census　report　of　Kohlu　Agency
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［0052】

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　1981census　report　of　Pakistan

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　District　census　report；no．10　　　　　　　　　　　1992
　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．69

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　International　population　census　publications：
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　region，　Asia

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－75，　xvi　p．，［1］leaf　of　注記　Originally　published：Blamabad：Population

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一，，　Compiled　and　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtar　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－200　p．：ill．，　fbrms，

　　　　　　Hasan　Khan，　census　commissioner．”。　　　　　　　　　maps；28　cm．

編者　Khan，　Akhtar　Ha8an　　　　　　　　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044698

所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044631　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　1、d．61－17（1981）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00531

［00501　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　1981census　report　of　Punjab　Province

書名　1981census　report　of　Malakand　Protected　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Area　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992
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形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　注記　Reprint．　Originally　published：Islamabad：

叢書　District　census　report；no．67・　　　　　　　　　　Population　Census　Organisation，　Statistics

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Division，　Govt．　of　Pakistan，1984－114，　xvi

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　　　　P．，［1］leaf　of　plate：fbrms，　map；28　cm．

注記　Originaユly　published：Islamabad：Population　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044029

　　　　　　G・vt・・f　P・ki・tan，1984－121　P・・品・m・・m・p　　※Lib・a・y　h翻・。　P，int。d品，m，

　　　　　　；28・m・　　　　　　　　　　Ld．61－17（1981）
編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044672　　　　　　　［0057】

　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Badin

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

【°°54】　　　　　　　　　形態・mi。，。丘1m，eel；35　mm
富繍1＝蒜゜！瓢蒜li。ati。n、，叢書隠＝u＝1＝publi　。ns：

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　，egi。n，　A、i。

肇響撚＝1跳68．．注記8＝；＝＝＝ati・n
　　　　　　Int？m・t・・竺al　p・pul・t・・n　cen・u・publ・cat・・耶・　　G・vt．・f　P・ki・t皿，1983－115，　xvi　p．，［1］1・af・f

　　　　　　・eg・・n，　A・・a　　　　　　　　　pl・t・・飴，m，，　m。p；28，m．
注記0・i理n砿ly　punli・h・d・Blam・b・d・P・pul・ti・n縮P・pulati・n　C。n、u、0，gani、ati。n（P。ki，tan）

所蔵　AMF－2（pk1981－4）5400044680　　　　　　　10058】

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Bahawahagar

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　出版W。。db，idg。，　C。nn．、Resea，ch　Publi，ati。n，，

馨τ5］、981d＿，en，usrep。＿。tt。b。d形態19：i・・。丘lm，eel；35mm

出版 認；；db・idg吟C・…・R・・e訂・hPubli・ati・n・，叢書麟霊蒜鑑＝：、publi。ati。ns：

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　「egion，　Asia

館Di，t，i，t，en。us　rep。，t；n。．24　　　注記0・igin輌punli・h・d・Bl・…ap・d・．P・pulati・n
　　　　　　Int。，nati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi，ati。耶：　Cen・u・0・gamsat・・n，　St・t・stlcs　D！vi・i・n，

　　　　　　，egi。n，　A，ia　　　　　　　　　G・寸・・f　P欲i・t・n，1984－147，　xv・p・・［1］1・af・f

注記 8灘麟麗＝d6i紺ti・n編者離1蕊蒜蕊。ti。n（P－）
　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－97，　xvi　p．，［1】leaf　of　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044045

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一・，　Compiled　and　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtar　　　　　　Ld・61－17（1981）

　　　　　　Hasan　Khan，　census　commissioner．，，．

編者　Khan，　Akhtar　Hasan　　　　　　　　　　　　lOO59】

　　　　　　Population　Census　Orga皿isation（Pakistan）　　書名　　1981　district　census　report　of　Bahawalpur

所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044011　　　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　1992

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．41

10056】　　　　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi，ati。n，、
書名　1981district　census　report　of　Attock　　　　　　　　region，　Asia

出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，　注記　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Govt・of　Pakista皿，1984－116，　xvi　p．，【1］leaf　of

叢書　District　census　report；no．43　　　　　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

　　　　　　International　population　census　publications：　編者　Population　Census　Organisation（Pakista皿）

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044052
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　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044086

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　・　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－17（1981）

［0060】

書名　　1981district　census　report　of　Bannu　　　　　　lOO63】

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　書名　1981　district　census　report　of　Dadu

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　lgg2

叢書　District　census　report；no・28　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　＝㍑’p°pu’at’°ncensuspub’icat’°ns：叢書麗盤＝；瓢1＝publi。ati。ns：

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　region，　Asia

編者 1麟＝。：⌒ti・n（P・ki・tan）鷲＝；蒜㌫ga＝・㍗1stan）

所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044060　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Lib，a，y　h品al，。　P，int。d飴，m、　　　　Ld・61－17（1981）

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　［・・641

【00611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　1981district　census　report　of　D・G・Khan

書名　1981district　census　report　of　Chagai　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1992

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m　reel；35　mm

形態　　1microfilm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．56

叢書　District　census　report；no．6　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　region，　Asia

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－145，　xvi　p．，［1］leaf　of

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－86，　xvi　p．，［1】leaf　of　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm・一”Compiled　and　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr・Akhtar　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044102

　　　　　　Hasan　I（han，　Census　Commissioner”・　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　Khan，　AkhtaエHasan

所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044078　　　　　［0065】
　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　D．1．　Khan

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

馨砦2】、98、di、t，i。tcen，usrep。，t。fChit，al　形態1；巴r・・mm・eel；35mm

出r；db・idg⌒・R・・e肛・hPubli・ati・n・，叢書麟霊蒜蕊＝publi。ati。n，，

形態・mi，，。丘lm，eel；35　mm　　　　　　「e亘rn・Asia．　　　　．
叢書Di，t，i，t　cen、us　rep。，t；n。．・8　　　注記Ong・nally　punl・sn・d：臨□ad：．『°pulat1°n

編者　Population　Census　Organ拍ation（Pakistan）　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Khan，　AkhtaエHasan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ld・61－17（1981）
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［0066】　　　　　　　　　　　叢書Di・t・i・t・en・us　rep。牢n。．46
書名　1981district　ce鵬us　report　of　Dir　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　region，　Asia

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population
形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

叢書　District　census　report；no．1g　　　　　　　　　　　Govt・of　Pakistan，1984－143，　xvi　p．，［1peaf　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

注記　Originally　published：Islamabad：Population　所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044151
　　　　　　C・n・u・0・gani・ati・n，　Stati・tics　Divi・i・n，　　　※Lib・a・y　h画、。　P，int。品，m：

　　　　　　G・vt・・f　Pa垣・tan，1983－・一”C・mpil・d　and　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtar

　　　　　　Hasan　Khan，　Census　Commissioner”．　　　　　［00701

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　書名　1981　district　census　report　of　Gwadar

所蔵霊2艦鵠a：4。。。44128　出版㍑；db・idg』・R・・e㎝・hPubli・ati・n・・

　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　叢書Di、t，i，t　cen，u、，ep。就；n。．16

10067】　　　　　　　　　　　Int；mati・竺・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・

富駕麟ご蹴罐鑑，注記竃蕊蹴＝i騨㎞

縮P・pulati・n　C・n・u・0・g皿i，ati。n＜，tan）　　Ld・61－17（1981）

所蔵AMF－2（pk1981－1）54…坐136　　　【・・7・1

　　　　　　鑑聯a’s°printed飴rm：　富：＝＝1＝二n、，

【0068】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

書名　1981district　census　report　of　Gujranwala　　　形態　1micro田m　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　District　census　report；no・37

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

叢書　District　census　report；no．52　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt・of　Pakistan，1983－121，　xvi　p．，［1］leaf　of

注記　Originally　published：丘lamabad：Population　　　　plate：fbrms，　map；28　cm・

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Govt・of　Pakistan，1984－126，　xvi　p．，11］leaf　of所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044177

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　Ld・61－17（1981）

所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044144
　　　　　　※Lib・a・y　h、s　al，。　P，int。d飴，m：　　　【0072】

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Jacobabad

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

100691　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

書名　1981district　census　report　of　Gujrat　　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　District　census　report；no．30

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　1nt・mati・nal　p・pul・ti・n　cen、u、　publi。ati。ns：
形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia
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注記　Originally　published：Islamabad：Population　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistic8　Division，　　　　　　　　Khan，　Akhtar　Hasan

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－114，　xvi　p・，［1］leaf　of所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044219

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm・　　　　　　　　　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　Ld．61－17（1981）

所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044185
　　　　　　※Lib，a，y　h、s砿，・P・int・d飴・m・　　　【00761

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Kalat

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

［00731　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

書名　1981district　census　report　of　Jhang　　　　　形態　1micro61m　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　District　census　report；no．11
　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

叢書　District　census　report；no．50　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt・of　Pakistan，1983－98，　xvi　p・，［1］leaf　of

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　Plate：fbrms，　map；28　cm・一”Compiled　and
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr・Akhtar

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－127，　xvi　p．，［1】leaf　of　　　　Hasan　Khan，　Census　Commissioner”・

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．　　　　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　Khan，　Akhtar　Hasan

所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044193　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044227
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　Ld・61－17（1981）

［00741　　　　　　　　　　【0077］
書名　1981district　census　report　of　Jhelum　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Kasur

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・
　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　r㏄1；35　mm

叢書　District　census　report；no．45　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．55
　　　　　　1nt。mati。nal　p。pul・ti。n　cen・u・publi・ati・n・・　　Int・・nati・nal　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

注記　Originally　published：Islamabad：Population　注記　Originally　published：Islamabad：Population
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division・

　　　　　　G。vt．。f　P凪i，t孤，1984－117，　xvi　p．，［1］1・af・f　G・枕・・f　P・㎞・tan，1984－101，　xvi　p・，［1］1・af・f

　　　　　　pl。t。・飴・m・，　m・p；28・m．　　　　　　plat・・飴・m・・m・p；28・m・

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044201　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044235
　　　　　　※Library　has　aJso　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　Ld・61－17（1981）

【0075】　　　　　　　　　　［00781
書名　　1981district　census　report　of　Kachhi　　　　　書名　　1981　district　census　report　of　Khairpur

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Wbodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm　reel；35　mm

叢書Di，t，i。t　cen，us　rep。，t；n・．9　　　　叢書Di・t・i・t　cen・us　rep・・t；nα31　．．
　　　　　　Int。mati。n砿P。pul。ti。n，en，u，　publi・ati。n・・　　Int・mati・nal　p・pulati・n　cen・u・publ・cat・・n・・

　　　　　　，e亘。n，　A、ia　　　　　　　　　　・e亘・n，　A・i・
注記　Originally　published：Islamabad：Population　注記　Originally　published：Isla竺abad：．『opulation
　　　　　　C。n，u、0，g。ni・ati・n，　St・ti・ti・・Divi・i・n，　　　C・n・u・0・gani・ati・n・Stat・stics　D｝v・s’°n・

　　　　　　G。vt．。f　P欲i、t孤，・983－・・8，　xvi　p．，1・］1。af・f　G・枕・・f　Pa垣・tan，1983－118・・α・p・，｛111・af・f

　　　　　　plat。・㊤・m・，　map；28・m．一，，C・mpil・d　and　　pl・t・・品・m・・map；28　cm・

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtaエ　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Hasan　Khan，　Census　Commissioner”．　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044243
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　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044276
　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1」d．61－17（1981）

10079】

書名　1981district　census　report　of　Kharan　　　　　lOO821

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　書名　1981　district　census　report　of　Kohistan

形態：晋。，。61m，eel；35mm　　出版㌃；；db・idg・，C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・

叢書Di・t・i・t　f・n・us　rep・・〔；n・・13　．．　形態1mi。，。mm，eel；35　mm

注記

編者

所蔵

［0080】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1、d．61－17（1981）

書名　1981district　census　report　of　Khuzdaエ

出版 認3；db・’dg・，C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，晋3］、98、di、t，i。tcen、＿ep。，t。fL。h。，e

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

叢書　District　census　report；no．12　　　　　　　　　　　1992
　　　　　　1nternational　population　census　publications：　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．54

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　International　population　census　publications：
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　region，　Asia

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－114，　xvi　p．，【1］leaf　of注記　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一，，　Compiled　and　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtar　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－74，　xvi　p．，11］leaf　of

　　　　　　Hasan　Khan，　Census　Commissioner，，．　　　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Khan，　Akhtar　Hasan　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044292

所蔵　AMF－2（pk1981－1）5400044268　　　　　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　Ld．61－17（1981）

【・・8・】．．　　　　讐4】、98、d拍t，i。tcen＿，ep。，t。fL。，㎞a

富‡㌫灘＝e＝罐；i，ati－，，出r；db・idgqC・…・R・…・hPubli・ati・n・，

形態麗。，。61m，eel；35　mm　　　形態≡・mm・eel；35　mm
館Di，t，i，t　cen，us　rep。，t；n。．27　　　囎D・stnct三・n・u・・ep・垣・・34　．．

　　　　　　＝㍑lp・pul・ti・ncen・u・publi・ati－・跨：躍p°pu’at1°ncensuspubllcat’°ns：

注記O，i亘nally　publi、h。d山lamabad，P。pul。ti。n注記Orゆally　punli・竺・d・1・1□・bad・．r・pul・ti・n

　　　　　　C。n，u，0，gani，ati。n，　St。ti，tics　Divi，i。n，　　　C・n・u・0・g≡1sat・・n・St・tlst・c・D｝vls・・n，

　　　　　　ぽ、霊麟：3二1零。；霊盤　麗・霊1測竃3二34xv1P’［1］’eaf°f

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtar　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Hasa皿Khan，　Census　Commissioner・，．　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044300

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：・

　　　　　　Khan，　Akhtar　Hasan　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I、d．61－17（1981）
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｛00851　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※L、ibrary　has　also　printed　fbrm：

書名　1981district　census　report　of　La8bela　　　　　　　　Ld・61－17（1981）

出版 ㍑；db「’dge，　C°nn・：Resea「ch　Pub”cat’°ns，［・・88］

形態・mi。，。mm，eel；35　mm　　　　酩1981　di・｝・i・t　cen・us　rep・・t・f　M訂dan
叢書Di、t，i。t　cen，us　rep。，t；n。．・4　　　出版W・・dbndg・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publi・ati・n・，

　　　　　　蹴㍑P・pul・ti・ncen・u・publi・ati・n・・形態19：i，，。丘lm，eel；35mm

注記0，ゆ。lly　publi，h。d，1，lam。bad、P。pul。ti。n叢書Di・t・i・t　cen・us　rep・・t；n・・25

　　　　　　8瓢麟・：6瓢・漂11号ll。af。f　i㌶麗lp°pu’ati°ncensuspubl’cat’°ns：

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一・Compiled　and　注記　OriginaJly　published：Islamabad：Population

　　　　　　publi，h。d　und。，　th。　auth。，ity。f　D，．　Akhta，　　C・n・u・0・gani・ati・n・St・ti・tics　Divi・i・n，

　　　　　　H品an　Khan，　C。n，u，　C。mmissi。n。，・・．　　　　G・就・・f　Pa垣・t・n，1983－89，・wi　p・・［1］1・af・f

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　所蔵AMF．2（pk1981．2）54…44342

【0086］　　　　　　　　　　　　※Hb・a・y　has　al・・P・int・d㊤・m・
書名　　1981district　census　report　of　Loralai　　　　　　　　　Ld・61－17（1981）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［008g】

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　1981district　census　report　of　Mianwali

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　District　census　report；no・4　　　　　　　　　　　1992

　　　　　　1nt？mati・竺・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・形態1mi…61m・eel；35　mm

　　　　　　「eglon，　Asla　　　　　　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．47

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　C・n・u・0・gani・ati・n，　Stati・tics　Divi・i・n・　　　・e鎮。n，　A，i。

　　　　　　G・vt・・f　P欲i・tan，1983－113，　xvi　p・，［1］1・af・f注記0，iginally　publi，h。d、1、1。m。b。d、P。pul。ti。n

瀦P・pulati・n　C・n・u・0・gani・ati・n（P・ki・綱　編者P。pul。ti。n　C。n、u、　O，g皿i，ati。n（P欲i，綱

所蔵：麟蒜a：4…44326　所蔵＝：麟。㍑㍑：
　　　　　　※Lib・訂y　h⊇・・P・int・d品・m・　　　　Ld．61－17（1981）
　　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10090】

100871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　1981district　census　report　of　Multan

書名　1981district　census　report　of　Mansehra　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1gg2

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m　reel；35　mm

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．58

叢書　District　census　report；no．23　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　region，　Asia

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　注記　　Originally　published：Islamabad：Population

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－165，　xvi　p．，［1］leaf　of

　　　　　　Govt・of　Pakistan，1983－88，　xvi　p・，［1］leaf　of　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm・一”Compiled　and　編者　Population　Census　Organisation（Pakista皿）

　　　　　　published　under　the　authority　of　DL　Akhtar　所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044367

　　　　　　H品an　Khan・C・n・u・C・mmissi・ne「”・　　　※五b，肛y　has　al，。　P，int。d飴，m、

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　Khan，　AkhtaエHasan

所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044334　　　　　　　【0091］



227

書名　1981district　cer田us　report　of　Muza亀rgaエh　　叢書　District　census　report；no．17

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

形態　　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population

叢書　　District　census　report；no．57　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Govt・of　Pakistan，1983－67，　xvi　p・，［1］leaf　of

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Plate：fbrms，　map；28　cm．一”Compiled　and

注記　　Originaユly　published：Islamabad：Population　　　　　published　under　the　authority　of　Dr・Akhtar

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　Hasan　Khan・Census　Commissioner”・

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－157，　xvi　p．，【1］leaf　of編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．　　　　　　　　　　　　　　Khan，　AkhtaT　Hasan

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044409

所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044375　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　※L、ibrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　Ld・61－17（1981）

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　［・・951

｛0092】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　1981district　census　report　of　Peshawar

書名　1981district　census　report　of　Nasirabad　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

出版 ㍑；db・’dgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・形態翌。，。mm，eel；35mm

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no・26

叢書 灘㍑麟㍉bl－・注記繕鷺：’二1：蕊
注記 8：麟，蹴㍑，＝d6i謝ati・n　8：＝＝6瓢s£i瓢1・af・f

　　　　　　麗、霊麟3＝霊1盟監・f鑑漂灘蒜蒜芸＝

編者

所蔵　AMF．2（pk1981．2）5400044383　　　　　　　　　　　※五brary　has　also　prmted　fbrm：

　　　　　　※Ub，a，y　h品。1，。　P，int。d品，m：　　　　Ld・61－17（1981）

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　　【0096】

馨τ3】、98　t，i，tcen、usrep。，t。fN＿b，h血富㌶ii綴灘ご＝i・ati・n・，

出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publi・ati・n・，形態・mi，，。mm，eel；35　mm

髪響竃麟㍍3、　叢書竃翻＝＝bl－・
　　　　　　Int；mat1°竺al　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・注記0，i亘nally　publi、h。d、1，1㎜。bad，P。pul。ti。n

　　　　　　「eg’°n，　As’a　　　　　　　　C。n，u、　O，g㎝i，ati。n，　Stati，tics　Divi，i。n，

注記0・i綱ly　punli・n・d・1・1・竺・bad・P・pulati・n　　G・枕．・f　Pa㎞・tan，・983－9・，　xvi　p．，【1］1。af。f

　　　　　　C・n・u・0・ga号・sat・・n，　Stat・stics　D1vi・i・n，　　pl・t・・品・m・，　map；28，m．一・C。mpil。d。nd

　　　　　　G・vt・・f　P・k・st㎝，1983－124，　xv・p・・［1］1・af・f　publi・h・d　und。，　th。　auth。，ity。f　D，．　A㎞tar

　　　　　　pl・t・・品・m・，　m・p；28・m・　　　　　　Ha，㎝Kh。n，　C。n、u、　C。mmissi。n。，・．

瀦P・pul・ti・n　C・n・u・0・g皿i・ati・n（P・垣・tan）縮P・pulati・n　C・n・u・0，gani，ati。n（P。ki，t㎝）

所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044391　　　　　　　　　　Khan，　AkhtaエHasan

　　　　　　　※Ubrary　has　aユso　printed　fbrm：　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044425

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

｛・・94｜　　　　　　　　　　Ld・61－17（1981）
書名　1981district　census　report　of　Panjgur　　　　［00971

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　書名　1981　district　census　report　of　Quetta

　　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　PUblications，

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1992
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形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Islamabad：Population
叢書　　District　census　report；no．2・　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　　Govt・of　Pakistan，1984－168，　xvi　p・，［111eaf　of

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

注記　Originally　published：Islamabad：Population　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044466

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－101　p．：fbrms，　map　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　　；28cm・一，，　Compiled　and　published　under　the　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　authority　of　Dr．　Akhtar　Hasan　Khan，　Census

　　　　　　Commissioner，，．　　　　　　　　　　　　　　　　［0101］

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　書名　1981　district　census　report　of　Sanghar

　　　　　　Khan，　Akhtar　H｛掲an　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044433　　　　　　　　　　1992
　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　　1　micromm　reel；35　mm

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　叢書　District　census　report；no．39

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

【0098】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reglon，　Asla

書名　1981district　census　report　of　Rahim　Yar　Khan注記　Originally　published：Islamabad：Population

出版　Woodbridge，　Conn・：Resealch　Publications，　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－119，　xvi　p．，［1］leaf　of

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

叢書　District　census　report；no．63　　　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　International　population　census　publications：　所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044474

　　　　　　region・Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm：

注記　Originally　published：Islamabad：Population　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－134，　xvi　p．，11］leaf　of　［0102］

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．　　　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Saエgodha

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－2（pk1981－2）5400044441　　　　　　　　　　1992
　　　　　　※五brary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　形態　　1　micro丘lm　reel；35　mm

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

1009gl　　　　　　　　　　　　G・vt．・f　P・㎞・tan，1984－142，・wi　p．，｛1］1・af・f
書名　　1981district　census　report　of　Rawalpindi　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044482
形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：

叢書Di・t・i・t　cen・us　rep・・t；n・・44　　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO103】

注記　Originally　published：Islamabad：Population　書名　1981　district　census　report　of　Sheikhupura

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1984－135，　xvi　p．，【1］leaf　of　　　　　1992

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm・　　　　　　　　　形態　　1　micro61m　reel；35　mm

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　叢書　District　census　report；no．53

所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044458　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　region，　Asia

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Islamabad：Population

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

｛0100】　　　　　　　　　　　　G・vt．・f　P・垣・tan，1984－120，・wi　p．，［1］1・af・f
書名　1981district　census　report　of　Sahiwal　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

出版　Woodbridge，　Co皿・：ReseaTch　Publications，　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044490

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

叢書Di・t・i・t　cen・us　rep・・t；n・・60　　　　　　Ld．61－17（1981）

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications：

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［01041
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書名　1981district　census　report　of　Shikarpur　　　叢書　District　census　report；no．33

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Islamabad：Population

叢書　District　ce品us　report；no．32　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Govt・of　Pakistan，1983－132，　xvi　p．，1111eaf　of

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．

注記　Originally　published：丘lamabad：Population　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044532

　　　　　　G・vt・・f　P・ki・t・n，1983－103・xvi　p・，［1］1・af・f　※Lib・a・y　h品al，。　P，int。dわ，m：

　　　　　　pl・t・・品・m・，　m・p；28・m・　　　　　Ld．61－17（1981）
編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044508　　　　　　　【0108］

　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　1981　district　census　report　of　Swat

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

竃5】

跳罐隠悉．5、．注記竃撫く跳i瓢一

注記

［…61　　　　　　　　　1°1°9】
酩・98・di，t，i。t　ce＿rep。，t。f　Sibi　　酩1981　di・｝・i・t・en・us　rep・就・f　Th・・pa・㎞・

出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi。ati。ns出版W・・dbndg・，　C・nn・・R・・e鋤Publi・ati・n・，

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　　　　　1992

形態　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　1microfilm　reel；35　mm

叢書Di，t，i，t　ce鵬u，，ep。，t；n。．7　　　叢書Di・t・i・t　cen・us　rep・・t；n・・40

　　　　　　1nt・mati・nal　p・pul・ti・n　cen、u，　publi。ati⑰：　　Int？・nati・竺・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・

　　　　　　・egi・n，　A，i。　　　　　　　　　　・eg・・n，　A・・a
注記0・i葭nally　publi・h・d・bl・mabad，P。pul。ti。n注記0・iginally　punli・h・d・1・1㎜・b記・P・pulati・n

　　　　　　C・n・u・O・gani・ati・n，　Stati・tics　Divi・i・n，　　Censu・0・ga竺・sati・n，　St・ti・tics　Divi・i・n，

　　　　　　G・vt．・f　Paki・t・n，1983－89，・wi　p．，［1］1・af。f　　G・枕・・f　Pak・st㎝，1983－160，　xv・p・，11］1・af・f

　　　　　　pl・t・・品・m・，　map；28・m．一・C。mpi1，麺d　　pl・t・・わ・m・，　m・p；28・m・

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　A㎞tar　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Hasan　Khan，　census　commissioner．，，．　　　　　所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044557

編者　Khan，　Akhtar　Hasan　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　　　　Ld・61－17（1981）

所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044524
　　　　　　※nbrary　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　［011q

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　1981　district　census　report　of　Thatta

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

［0107］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992

書名　1981district　census　report　of　Sukkur　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm

出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications，　叢書　District　census　report；no．41

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　1nt・matbnal　p・pulati・n　cen・u・publi。ati。ns：
形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia
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注記　Originally　published：Islamabad：Population　編者　Khan，　Akhtar　Hasan
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）

　　　　　　Govt・of　Pakistan，1983－148，　xvi　p・，【1］leaf　of所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044599

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm・　　　　　　　　　　　　　　※nbraly　has　also　printed　fbrm：

編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　　　　Ld．61－17（1981）

所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044565
　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　｛0114】

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　書名　Handbook　of　population　census　data

【・…1　　　　　　出版㍑；db「idge，　C°nn・：Resea「ch　Pub1’cat’°ns，

富急灘蒜㌶㌻ご＝cat拓㎎螢三蹴蒜＿。。pub　b㎜、

形態・mi，，。丘lm，eel；35　mm　　　　　　「e亘rn，　Asia．　　　　　．
蛙Di，t，i。t　cen，us　rep。，t；n。．・5　　　注記0・・glnally　punl・s竺・d・陣□rbad］I　P・pul・tl・n

　　　　　　＝㍑’p・pu’・t’・ncen・u・publ’・at’・n・・隠霊畷麟S罐：’v’；°v七゜f

注記　Originally　published：Islamabad：Population　編者　Populatlon　Census　Organisatlon（Paklstan）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　所蔵　　［national　summary］／Sind：AMF－2（pk1981－4）

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－95，　xvi　p．，［1］leaf　of　　　　　5400044706

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一”Compiled　and　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtaエ　　　　　　1・d・61－17（1981）

編者ぽ1齢rc㌶c°mm’ss’°neL”’　【…5］．．　　．
　　　　　　Population　Census　Organisation（Pakistan）　　書名　Maln　6ndmgs　of　1981　populatlon　census

所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044573　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　　　　　　1992

　　　　　　Ld．61－17（1981）　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m　reel；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Islamabad：Population

［0112】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，

書名　　1981district　census　report　of　Vehari　　　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，11983？］－19　P．；15　x　22　cm．

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　　　　－International　population　census　publications

　　　　　　1992　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：region，　Asia〈000000202375＞／／a．

形態　1micro田m　reel；35　mm　　　　　　　　　　編者　Population　Census　Organisation（Pakistan）

叢書　District　census　report；no・59　　　　　　　　所蔵　AMF－2（pk1980／1981）5400044003
　　　　　　1nt？mati・垣P・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・・　　※Lib，訂y　has　al，。　P，int。d品・m・

注記麟鵠’lubli，h。d，1，1。m。b。d、P。pul。ti。n　－7（・98・）

　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　【0116］

　　　　　　Govt・of　Pakistan・1984－111，　xvi　p・・［111eaf　of書名　　Pakistan　demographic　survey

　　　　　　plate：fbrms・map；28　cm・　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Population　Census　Organisation（Pakista皿）　　　　　1992

所蔵　AMF－2（pk1981－3）5400044581　　　　　　　形態　micro丘lm　reels；35　mm
　　　　　　※Ub・町has　al・・P・int・d品・m・　　　叢書Int。，nati。nal　p。pul。ti。n，en，u，　publi，ati。n，、

　　　　　　Ld・61－17（1981）　　　　　　　　，e亘。n，　A、ia

［0113］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Kaエachi：Manager　or
書名　　1981district　census　report　of　Zhob　　　　　　　　　　publication，［1987－1994「v・：ill・，　fbrms，　map・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　Pak姪tan・Fbderal　Bureau　of　Statistics

　　　　　　lgg2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　　1984－1986：AMF－2（pk1984）5400044714

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　1987－1991：AMF－2（pk1987）5400044722

叢書　District　census　report；no．5

　　　　　　1nternational　population　census　publications：

　　　　　　・e∂・n，A・i・　　　　　　　　　　　経済統計一般
注記　Originaユly　published：Islamabad：Population
　　　　　　Census　Organisation，　Statistics　Division，　　　　101171

　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1983－105，　xvi　p．，［1】leaf　of書名　Annual　report／State　Bank　of

　　　　　　plate：fbrms，　map；28　cm．一”Compiled　and　　　　　pakistan・一［Micro丘che　ed・l

　　　　　　published　under　the　authority　of　Dr．　Akhtaエ　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982

　　　　　　Hasa皿Khan，　census　commissioner．”．　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm
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注記　Description　based　on：．－Report　yeaエends　　注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　June　30．－Micro6che．　Originally　published：　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　Karachi：State　Bank　of　Pakistan．－Title　　　　　　　1956－1963．－Filmed　with　annual　supplement．

　　　　　　varies　slightly；vol．　fbr　1958／59　has　a　title：　　　　　　　－Originally　no．24（Dec．1957）－no．47（Sept．

　　　　　　Annual　report　fbr＿and　speech　delivered　by　　　　　　1963）have　title：Three－monthly　economic

　　　　　　the　governor．－Originally　continues：Report　　　　　　review．　Pakistan，　Afghanistan．－Originally

　　　　　　of　the　Central　Board　of　Directors．－　　　　　　　　　　continues：Quarterly　economic　review　of

　　　　　　Micro6che　ed．　reproduced　with：Report　of　the　　　　Pakistan．－Originally　continued　by：

　　　　　　a皿uaユgeneral　meeting　of　shareholders，　which　　　　　Quarterly　Economic　review．　Pakistan．

　　　　　　includes　Report　of　the　Central　Board　of　　　　別書名Economic　review　of　Pakistan　and　Afghanistan

　　　　　　Di・ect・rs・　　　　　　　　　　Th・e．m・nthly　ec・n・mi・・evi・w．　Pak拍tan，

別書名Annual　report－State　Bank　of　Pakistan　　　　　　　A㎏hanistan

　　　　　　Report　of　the　annual　general　meeting　of　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　shareholders　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　17－47（1956－1963）AMS↓19（35）

編者　State　Bank　of　Pakistan
所蔵v・L・195－（195住1989）AM＆4（A＆92）馨21】Qua，t。，lyE，。n。mi，，evi＿P。垣，t。叫

［0118r　　　　　　　　　　　　A㎏h皿i・t・n・一【Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　wlth　the　Economlst　Intelligence　Unit，c1970　　　　　c1970．c　1974

形態　2micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　形態　21　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，1952．－　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　No．2（1952）not　reproduced．－Originally　　　　　　　1963－1971．－Filmed　with　annual　supplement．

　　　　　　continued　by：Quarterly　economic　review　of　　　　　　－Originally　48（Dec．1963）published　under

　　　　　　Pakistan・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　title：Quaエterly　economic　review．

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　　　　　Pakistan；1968，　no・1（1968）－1969，　no．

所蔵　vOL　1，　S（1952－1952）AMs－L　19（35）　　　　　　　　4（1969），　published　under　the　title：QuaTterly

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　economic　reviews．　Pakistan，　Afghanistan；

［Ol19］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1971，　no・2（1971）－1971，　no・4（1971），

書名　Quarterly　economic　review　of　　　　　　　　　　　publishρd　under　the　title：QER・Pakistan・

形態　9micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　別書名Economic　review　of　Pakistan　and　Afghanistan

注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：　　　　Quarterly　economic　review．　Pakista皿

　　　　　　London：Economist　Intelligence　unit，　　　　　　　　　Quarterly　Economic　reviews．　Pakistan，

　　　　　　1953－1956．－Filmed　with　annual　supplement．　　　　　Afghanistan

　　　　　　－Originally　continues：Economic　review　of　　　　　　QER．　Pakistan，　Afghanistan

　　　　　　Pakistan．－Originally　continued　by：Three　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　monthly　economic　review　of　Pakistan，　　　　所蔵　VOL：48－56；1966－1971（1963－1965；1966－1971）

　　　　　　Afghanistan．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMS－L　19（35）

別書名Economic　review　of　Pakistan

：‡轍＝＝1蒜　）寳22
10120】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等1972，no．1（1972）一

酩Th，ee　m。nthly　ec。＿i。，evi。w。f　Paki，t皿出版L？nd・n・W・・ld　Micr・6rn品・・三iati・n

　　　　　　w・th　th・E・・n・m・st　Int・llig・n・e　Unit・・1970　　－Film・d　with皿n』upPl。m。nt．一

形態　　24micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Originally　cover　title：Quarterly　economic
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　　　　　　review．　Pakistan，　Bangladesh，　Afganistan．一　形態　micro丘ches；11　x　16　cm

　　　　　　Originally　1976，4th　quarter（1976）一・一　　　　注記　Description　based　on：1971－72，　published　in

　　　　　　Originally　continues：Quarterly　Economic　　　　　　　Aug．1972．－Originally　published：Islamabad

　　　　　　review・Pakistan，　Afghanistan・－Originally　　　　　　：Pakistan．　Ministry　of　Food，　Agriculture　and

　　　　　　ceased　with　1984，　no・4（1984）；and　split　into：　　　Under　Developed　Areas．　Agriculture　Wing，

　　　　　　Quarterly　economic　review　of　Bangladesh；　　　　　　1971／72；Ministry　of　R）od　and　Agriculture．

　　　　　　and，　Quarterly　economic　review　of　Pakistan・　　　　Agriculture　Wing（Planning　Unit），1972／73－．

　　　　　　Afganistan．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－In　micro6che　collection：Asian　statistics　on

別書名Economic　review　of　Pakistan，　Bangladesh　and　　　　micro丘che．

　　　　　　A㎏hanistan　　　　　　　　　　　　　　　別書名Yearbook　of　agricultural　statistics

　　　　　　Quarterly　economic　review．　Pakistan，　　　　　　　　　Asian　statistics　on　micro丘che

　　　　　　Bangladesh，　A㎏anistan　　　　　　　　　　編者　Pakistan．　Agriculture　Wing

　　　　　　2隠盤㌶；監w°fPakista隅　所蔵V・L　197L・974（・97L・974）AM＆L・6（P4）

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

所蔵　VOL　1972－1983（1972－1983）AMS－L－19（35）　貿易

［°1231　　　　　　　　　［・・26】

：二等雛㌶罐麟／書名竃i鶯灘罐竃
出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，1982　　　　　　　0Hice．一［Micro丘lm　ed．］

形態　micro6ches；11　x　15cm　　　　　　　　　　　巻次等Vbl．1，　no．1（1955）．v．6，　no．2（1960）

注記　Rep？rt　year　enρs　June　30・－Micro丘che・　　　出版　Tbkyo：Fbr　sale　by　Maruzen

　　　　　　2＝1蹴s；e；i：器’ldl麟隠形態3mir・・61m：r・1・；35竺　．

　　　　　　title：Annual　report．－Originally　continued　　注記　Reprlnt・Orlglnally　publlshed：Karach1：

　　　　　　by，　Annu瓠，ep。，t．－Mi，，。丘，he　ed．　　　　Manag…fPubli・ati・n・・G・vt・・f　Paki・tan，

　　　　　　，ep，。duced　with、　R，p。就。f　th・皿nual　g・n・・al　　［1957？トーC・llectiv・titl・・f・ep・int・丑・d・

　　　　　　meeting。f，h。・eh。lders，　whi・h　in・ludes　　　stati・ti…fA・ian・・unt・i…－R・p・int・d・by・

　　　　　　R。p。，t。f　th。　C。nt，al　B。a，d。f　Di・ect・rs．　　　恥ky・・ln・titut・・f　A・i・n　E・・n・mi・A舳s・

別書名Annual　report　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Trade　statistics　of　Asian　countries

　　　　　　Report　of　the　annual　general　meeting　of　　　編者　Pakistan．　Central　Statistical　O伍ce

　　　　　　shareholders　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1（1），　S（1），　S（5），　S（5），　S（5），　S

編者　State　Bank　of　Pakistan　　　　　　　　　　　　　　（1955－1960）AMF－L－19
　　　　　　State　Bank　of　Pakistan．　Central　Board　of

　　　　　　Directors

所蔵　VOL・1949－1956（1949－1956）AMS－4（AS－92）　金融・財政・開発

［0124］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0127］

書名　Some　socio－economic　trends／Fbderal　Bureau　書名　Annual　plan／Government　of　Pakistan，

　　　　　　of　Statistics，　Statistics　Division，　Government　　　　　planning　Commission．－IMicro丘che　ed．］

　　　　　　of　Pakistan・一［Micro丘che　ed・1　　　　　　　　　巻次等1968／1969（1968／1969）一

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，c1987　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Company

注記　Description　based　on：1985・－Micro丘che・　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　＝＝bl’shed：Ka「achi：Manage「°f注r麟y＝2吉n［聯b・dl・P・』

編者P趣tan・恥d・・al　Bu・eau・f　Stat拍ti・・　編者P。ki、t。n．　Planning　C。mmissi。n

所蔵V°L1985（1985－1985）AMS－4（AS－176）　所蔵V・L、・968．1977（・968．・977）AMS．B－33（P2）

農林水産業　　　　　馨砦81Th。Budg。七Expl＿t。Wm。m。，andum／

【0125】　　　　　　　　　　　G・v・mm・nt・f　P欲i・t㎝一［Mi…6・he　ed・］
書名　Year　book　of　agricultural　　　　　　　　　　巻次等1959／60（1959／60）－1961／62（1962／62）

　　　　　　statistics．－IMicro6dle　ed．］　　　　　　　　　　出版　　Zug：Inter　Documentation　Co・，1982

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1981　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm
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注記　Micro6che．　Originally　published：Kaエachi：　　　　　on　the　budget．－Originally　continues：

　　　　　　　G？v・mm・nt・f　P・ki・tan　P・ess，1959－1961・－　　Explanat・・y　m・m・・andum・n　th・budg。t。f

　　　　　　　Mlcro丘che　ed．　has　a　header　title：Explanatory　　　　the　government　of　Pakistan　fbr．．．　and

　　　　　　mem・・andum・n　th・budg・t・－0・igin瓠ly　　　…n・mi・・urvey品・．＿－0・iginally。。ntinu。d

　　　　　　c・ntinu…Th・Budg・t・f　th・g・v・・nm・nt・f　　by・Th・Budg・t．　Explanat・・y　m。m。，andum．

　　　　　　Pakistan　fbr　the　fi≡nρial　year・…Explanatory　別書名Explanatory　memorandum　on　the　budget

　　　　　　memo「andum・－Orlglnally　continued　by：　　編者　Pakistan．　Ministry　of　Fina皿ce

　　　　　　：艦；1蒜蒜監nmen品・…　所蔵V・L・・95＆・959（・95＆1959）AM＆4（A＆93）

別書名Explanatory　memorandum　on　the　budget　　　【01321

編者　Pakistan・Ministry　of　Finance　　　　　　　書名　Central　development　programme：as

所蔵　VOL　1959－1962（1959－1962）AMS－4（AS－93）　　　　　apProved　by　the　National　Economic　Council／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　of　Pakistan，　Planning

lO1291　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commission

書名　The　Budget　in　brie£－IMicro丘che　ed．］　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

巻次等一1984／85（1984／85）　　　　　　　　　　　　　　　　ComPany，［19－1

出版　Zug，　Switz．：IDC，1982　　　　　　　　　形態　8micro丘ches；11×15　cm
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Micro丘che・OriginaJly　published：［Karachi］：

注記　”Asian　statistics”AS　95．－Reprint．　Originally　　　　［The　Commissionl，1967－1971（5　v・）・－Header

　　　　　　published：Rawalpindi：Government　of　　　　　　　　title：Pakistan：Pla皿ning　Commission：

　　　　　　Pakistan．　Ministry　of　Finance；Islamabad：　　　　　central　development　programme．一”1st　July

　　　　　　Government　of　Pakistan．　Finance　Division，　　　　　　1966　to　30th　June　1967，，－1966－1967・一”1st

　　　　　　－1984・－Description　based　on：1964／65．－　　　　　　　　July　1967　to　30th　June　1968，，－1967－1968．－

　　　　　　Originally　issued　by：Government　of　Pakistan，　　　　”1st　July　1969　to　30th　June　1970”－

　　　　　　Finance　Division，　vols．　fbr　1972／73　　　　　　　　　　　1969－1970・一”1st　July　1970　to　30th　June

　　　　　　（1972／73）一．－Originally　continued　by：Federal　　　　　　　1971，，－1970－1971・一，，1st　July　1971　to　30th

　　　　　　budget　in　brie£　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　June　1972”－1971－1972．－IDC　order　no：

編者　Pakistan．　Ministry　of　Finance　　　　　　　　　　　D－1719，　D－876・D－1720，　D－1148，　D－1722，

　　　　　　Pakistan．　Finance　Division　　　　　　　　　　　　　　　　D－1724・

所蔵V°L・19641985（・964・985）AM＆4（A＆95）別書名 蕊1：蒜1嘘：盤m’ss’°n：cent「a’

［0130］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Pakistan．　Planning　Commission

書名　Budget　of　the　central　government　fbr＿．　　　所蔵　　1966－1967：AMS－B－33（P2C－2）5288401580

　　　　　　Explanatory　memorandum／Government　of　　　　　1967－1968：AMS－B－33（P2C－2）5288401598
　　　　　　Pakistan，　Ministry　of　Finance．一［Micro丘che　ed．］　　　　1969－1970：AMS－B－33（P2C－2）5288401606

巻次等1962／63（1962／63）－　　　　　　　　　　　　　　　　1970－1971：AMS－B－33（P2C－2）5288401614

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982　　　　　　　1971－1972：AMS－B－33（P2C－2）5288401622

欝＝藁蹴bl－［｝＿lpindi寳碧31＿pm。nt＿m。／G＿nm。nt。f

馨碧11T－dgρt㎡t◎＿t＿k＿竃㌔i鴎羅監一At

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　IDC　order　no：D－1411，　D－1417，　D－860，　D－1721，

注記　Report　yeaエends　Maエ．31st．－Micro丘che．　　　　　　D－1418，　D－1726．

　　　　　　Originaユly　published：Kaエachi：Government　of編者　Pakistan．　Planning　Commission

　　　　　　Pakista皿Press，1957－1958．－Micro6dle　ed．　　所蔵　VOL　1960－1961，　S965－1967，　S969－1973

　　　　　　h品ah・ad・・titl・・Explanat・・y　m・m・・皿dum　　（1960－1973）AMS－B－33（P2D）
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　　　　　　※Library　has　also　original　ed．　vols　fbr　　　　　　vols．　fbr　1974／75（1974／75）一．－Origina皿y

　　　　　　1962－1965：Le．61－23　　　　　　　　　　　　　　　　issued　by：Govt．　of　Pakistan．　Ministry　of

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Finance，－1971／72（1971／72）；Govt．　of

lO1341　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan．　Finance　Division，1972／73

書名　　Drafb，丘ve　year　plan　fbr　integrated　rural　　　　　　　（1972／73）一．

　　　　　　development　programme，1975－80／　　　　　別書名The　Explanatory　memorandum　on　the　budget

　　　　　　Nurul－Islam　Mian　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　government　of　Pakistan

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　Explanatory　memorandum　on　the　budget

　　　　　　Company，1978　　　　　　　　　　　　　　編者　Pakistan．　Ministry　of　Finance

形態　2micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　Pakistan．　Finance　Division

注記　Micro丘che．　Originally　published：Islamabad：　所蔵　VOL：1970－1989（1970－1989）AMS－4（AS－93）

　　　　　　Ministry　of　Fbod，　Agriculture　and　Rural

　　　　　　D。v。1。pm・nt，1975（v，127　P．）．　　　［0138］

編者　Mian，　Nurul．Islam，1931．　　　　　　　　　書名　Explanatory　memorandum　on　the　nudget　of
　　　　　　P。ki，tan．　Mini、t，y。f恥。d，　A郎i。ultu，e＆　　the　cent・al　g・v・mm・n品…（品1・・d　b・飴・e

　　　　　　Ru，al　D。v。1。pm。nt　　　　　　　th・1・亘・1・tu・e）and．・tati・ti・三l　apP・ndix／

所蔵A－3（P4）52884・・713 　　巻次等＝；鵠；；11sta皿一IM’c「°6cheed］

【0135】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982

書名　The　Economic　analysis　of　the　　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　budget．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1952／53（1952／53）．一

巻次等1972／73（1972／73）－　　　　　　　　　　　　　　　　Title　varies　slightly：vol・fbr　1954／55　ha8　a

出版　Leiden：IDC，c1991　　　　　　　　　　　　　　title：Explanatory　memorandum　on　tne　budget
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　of　the？entral　government　fbr…（as　lald　befb「e

注記 2＝艦｝2＝＝㌃慧d・＝蒜認＝鐸：：t㌻
　　　　　　認謡＝＝・ピn・mi・　…：㌶6膣㌃i＝c鑓1；L°°’

編者Paki・t・n・FinanceDivi・i・n　　　艦鶉1当臨㌃1；蕊鵠霊s’
所蔵　VOL　1972－1988（1972－1988）AMS－4（AS－94）　　　　　Budget　of　the　government　of　Pakistan　fbr　the

　　　　　　※dupli・at・・AMS－4（N－14001）　　　　　且nan。i。l　y・aL＿Expl皿・t・・y　m・m・・andum．

【・・36］　．．　　　別書名認P隠ぽ1蒜＝2霊黙霊
書名　An　ecgnomlc　analysls　of　the　cent「al　budget　fb「　　　　survey　fbr．．．

　　　　　　・…一［M・c・・丘・he　ed・］　　　　　　　Explanat。W　m。m。，andum。n　th・budg・t・f

巻次等1967／68and　1968／69（1967／68　and　　　　　　　　　the　government　of　Pakistan　fbr．．．　and

　　　　　　1968／69）－1971／72（1971／72）　　　　　　ec。n。mi，，u，v。y品・．．．

出版　Leiden：IDC・c1991　　　　　　　　　　　編者　Pakistan，　Ministry　of　Finance

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1952－1957（1952－1957）AMS－4（AS－93）

注記　Micro丘che．　Originally　published：Islamabad：
　　　　　　Government　of　Pakistan，　Ministry　of　Finance，　【0139】

　　　　　　［1968－1971］．－Originally　continued　by：　　　書名　FbderaJ　budget　in　brie£一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　Economic　analysis　of　the　budget・　　　　　　巻次等Financial　year　1985／86（1985／86）一

編者　Pakistan．　Ministry　of　Finance　　　　　　　　出版　Leiden：IDC，c1988

所蔵　VOL　1967－1972（1967－1972）AMS－4（AS－94）　形態　micro6ches；11　x　15　cm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：Islamabad：

10137】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，　Finance　Division，［19851－．一

書名　　Explanatory　memorandum　on　the　budget　of　　　　　Report　year　ends　June　30．－Originally

　　　　　　the　central　government量）r＿　　　　　　　　　　　　　　continues：Budget　in　brie£　　，

　　　　　　（6naユ）・一［Micro丘che　ed・1　　　　　　　　　　　編者　Pakistan．　Finance　Division

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・・1982　　　　所蔵　VOL　1985－1991（1985－1991）AMS－4（AS－95）

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　※lack：1986／1987

注記　Description　based　on：1970／71（1970／71）．－
　　　　　　Micro6che．　Originally　published：［Islamabad：　【0140】

　　　　　　Ministry　of　Finance］．－Originally　title　varies　書名　The丘fth飾e　yeaエplan，1978－83／Pakistan

　　　　　　slightly；vols．　fbr　1972／73（1972／73）－1973／74　　　　　Planning　Commission

　　　　　　（1973／74），The　Explanatory　memorandum　on　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　the　budget　of　the　government　of　Pakistan；　　　　　　Company，1979
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形態　4micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　書名　Mid－plan　review　of　progress　in

注記　Micro丘che．　Karachi：Planning　Commission，　　　　　1960／61－1961／62　under　the　second丘ve－year

　　　　　　【1978］（ii，266　p．）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　plan／Government　of　Pakistan，　President，s

編者　Pakistan．　Planning　Commission　　　　　　　　　　Secretaエiat，　Planning　Commission．－Rev．　and

所蔵A－3（PL2）52884・・499　　出版》認itze，1。nd，Int。，D。。um。nt。ti。n

［0141】　　　　　　　　　　　　　C・mpany，［19－］
酩Th・6rst　6v・y・a・plan，・955．60／G。v。mm。nt形態3mi…6・h・・；11×15・m
　　　　　　of　Pakistan，　National　Planning　Board　　　　注記　Micro6che・Originally　published：Karachi：

注記

　　　　　　・ilL，　map・；26・m・　　　　　　　・，P・elimina・y・diti・n　publil、h。d　in　O。t。b。，，

編者　Pakistan．　Pla皿ing　Board　　　　　　　　　　　　　1962”．－IDC　order　no：D－459．－Errata　slip

所蔵　AMF－B．39　5400045067　　　　　　　　　　　　　　inserted．
　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm，　Le．61－42（1）　別書名Pakistan：Planning　Commission：mid－plan

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　review　of　progress　in　1960／61－1961／62　under

lO142］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　second　five－yea旺plan

書名　The　fburth　6ve　year　plan，1970－75／Planning　編者　Pakistan・Planning　Commission

　　　　　　Commission，　Government　of　Pakistan　　　　　所蔵　AMS－B－33（PIM－1）5288401515

注記　Micro6che・Originally　published：Islamabad：　　　　Government　of　Pakistan

　　　　　　Composed　by　Print・Corp・of　Pakistan　Press，出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　1970（571P・）・－H・ad・・tit1・・Pa垣・tan・　　　C・mp・ny，［19－］

　　　　　　Planning　Commission：the　fburth丘ve－year　　形態　4micro丘ches；11×15　cm

別書名㌶監蕊蒜＝もu，th注記艦㌶盤r＝塁鵠i［
　　　　　　丘ve－yea・pl・n，1970－75　　　　　　　H・ad・・titl・・Paki・tan，Planning　C。mmissi。n

編者　Pakistan．　Planning　Commission　　　　　　　　　　：the　mid－pla皿review　of　the　third丘ve　year

所蔵　AMS－B－33（P1－1）5288401481　　　　　　　　　　　plan（1965－70）．－IDC　order　no：D－900．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Pakistan：Planning　Commission：the

［0143】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　mid－plan　review　of　the　third　6ve　year　plan，

書名　Memorandum　fbr　the　Pakistan　Consortium／　　　　　1965－1970

　　　　　　Government　of　Pakistan，　Planning　　　　　　編者　Pakistan．　Planning　Commission

　　　　　　Commission　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（PIM－2）5288401523

出版 き蕊蒜e跳：Inte「D°cumentati°n　【・・46］

編者　Pakistan・Planning　Commission　　　　　　　　　　Company，［19－］

所蔵　　1964－65：AMS－B－33（P3－1）5288401630　　　形態　5micro丘ches；11×15　cm

　　　　　　1965－66・AMS－B－33（P3－1）5288401648　注記Mi…丘・h・．0・iginW　publi・h・d・【K・・a・hi］、

　　　　　　1966－67・AMS－B－33（P3－1）5288401655　　　［G・碇．・f　P・垣・tan　P・ess］，1964（x，248　P．）．－

　　　　　　1967－68・AMS－B－33（P3－1）5288401663　　　H・ad・・titl・・Paki・t・n、Planning　C。mmi部i。n

　　　　　　1968－69・AMS－B－33（P3－1）5288401671　　　・・utlin・・f　th・thi・d　6ve－y・a・pl皿（1965－70）．

　　　　　　1976－77：AMS－B－33（P3－1）　5288401705　　　　　　　＿IDC　order　no：D．779．

　　　　　　1969－70：AMS－B－33（P3－1）5288401689　　　男ll書名Pakistan：Planning　Commission：outline　of

　　　　　　1970－71・AMS－B－33（P3－1）5288401697　　　th。　thi，d丘v←y。a，　pl皿，1965．70

　　　　　　※Ubrary　has　also　original　ed・vols　fbr　　　　編者　Pa』dstan．　Planning　Commission

　　　　　　1965／66：Br・61－181　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（P10）5288401556

10144】　　　　　　　　　　　［01471
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書名　Revised　central　development　programme，　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　1965－66：1st　July　1965　to　30th　June　1966／　　形態　1micro61m　reel；35　mm

　　　　　　Government　of　Pakista皿，　Planning　　　　　　注記　Micromm．　Originally　published：1〈arachi：

　　　　　　Commission　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Manager　of　Publications，1960－xv，414　p．：

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　ill．；25　cm．－Pages　399－406　incorrectly

　　　　　　Company，［19－］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　numbered　299－306．－At　head　of　title：

形態　1micro丘che；11×15　cm　　　　　　　　　　　　　Government　of　Pakistan，　Planning
注記　Micro6che．　Originally　published：［Karachil：　　　　　Commission・

　　　　　　［The　Commission］，1965（20　P．）．－Header　　編者　Pakistan・Pla皿ing　Commission

　　　　　　title：Pakistan：Planning　Commission：　　　所蔵　AMF－B－39　5400045075

　　　　　　revised　central　devleopment　programme，　　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　fbrm，　Le．61－42（2）

　　　　　　1965－66．－IDC　order　no：D－873．

別書名Pakistan：Planning　Commission：revised　　［01511
　　　　　　central　devleopment　programme，1965－66　　　書名　The　second　6ve　year　plan：revised　estimates／

編者　Pakistan．　Planning　Commission　　　　　　　　　　Government　of　Pakistan

所蔵　AMS－B－33（P2C－1）5288401572　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，［19－］

［0148】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　2micro6ches；11×15　cm
書名　Revised　list　of　schemes　included　in　the　second　注記　Micro丘che．　Originally　published：IKarachi｝：

　　　　　　丘ve　year　plan，1960－65／Government　of　　　　　　　　Govt．　of　Pakistan，1961（ii，70　p．）．－Header

　　　　　　Pakistan，　Planning　Commission　　　　　　　　　　　　title：Pakistan：the　second　6ve　year　plan

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　（revised　estimates）・－IDC　order　no：D－388・

　　　　　　Company，［19－］　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Pakistan：the　second丘ve　year　plan：revised

形態　3micro丘ches；11×15　cm　　　　　　　　　　　　　estimates
注記　Micro丘che．　Originally　published：Karachi：　　編者　Pakistan

　　　　　　Printed　by　the　Manager，　Govt．　Pakistan　Press所蔵　AMS－B－33（PIR－3）5288401564

　　　　　　認i麟霊！’、二蕊e；i霊器ごLl・・521

　　　　　　in　the　second丘ve　year　plan（1960－65）．－IDC　　書名　　Summary　descriptions　of　projects　fbr　the

　　　　　　order　no：D．1146．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Pakistan　consortium・一［Micro丘che　ed・］

別書名Pakistan：Planning　Commission：revised　list　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　of　schemes　included　in　the　second　6ve　year　　　　　　ComPany

　　　　　　plan，1960－65　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

編者　Pakistan．　Planning　Commission　　　　　　　注記　Description　based　on：1965－66・－At　head　of

所蔵AM＆B33（Plm）52884・153・ 　　　鵬惑e蒜蒜彊蒜。吉：；竺
【01491　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginally　ISSN：05528178．－IDC　order　no：

書名　Revised　pha3ing，　sectoral　priorities　and　　　　　　　D－2192・

　　　　　　allocations　of　the　third　6ve　year　plan，1965－70　別書名Summary　descriptions　of　projects　fbr　the

　　　　　　／Government　of　Pakistan，　Planning　　　　　　　　　　Pakistan　consortium

　　　　　　Commission　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Pakistan

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　所蔵　VOL　1965－1970（1965－1970）AMS－B－33（P3－2）

形態霊＝6恕X、5，m　　｛・・53】
注記Mi，，。6，h。．0，ゆ。lly　publi、h。d、【K。，a，hil、酩Th・thi・d丘v・y・a・plan，1965－7°

　　　　　　The　Commission，1967（32　P．）．－Header　title：出版　［Tbkyo］：Maruzen，［1968？］

　　　　　　Pak胎tan：Planning　Commission：revised　　形態　1micromm　reel；35　mm

　　　　　　phasing，　sectoral　priorities　and　allocations　of　叢書　　アジア・アフリカ地域経済計画集成：37か国収

　　　　　　the　third丘ve　year　plan（1965－70）．－IDC　order　　　　録／編集：アジア経済研究所；no・4

　　　　　　no：D．595．　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micromm．　Originally　published：［Karachi：

別書名Pakistan：Pla皿ning　Commission：revised　　　　　　s・n・］，1965－517　P・・

　　　　　　phasing，　sectoral　priorities　and　allocations　of　編者　Pakistan・

　　　　　　the　third丘ve　year　plan，1965－70　　　　　　　所蔵　AMF－B－43（4）5400045141

欝諸霊＝㍑蒜　9薯4】Vilb啓楓＿輌、955／5住、959／6。

［01501　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
書名　The　second丘ve　yeaエplan，1960－65　　　　　　　　　company，［19－1
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形態　　3micro6ches；11×15　cm

注記　Micro6che．　Originally　published：Karachi：

　　　　　　Village　Aid　Administration　of　the　Ministry　of

　　　　　　Economic　Af』irs，1956（vi，112　p．）．－Header

　　　　　　title：Pakistan：Ministry　of　Economic　AH渤rs，

　　　　　　Village　Aid　Administration：village　aid：丘ve

　　　　　　year　plan，1955，56－1959，60．－IDC　order　no：

　　　　　　D－443．

別書名Pakistan：’Ministry　of　Economic　Af［airs，

　　　　　　Village　Aid　Administration：village　aid：丘ve

　　　　　　year　plan，1955，1956－1959，1960

編者　Pakistan．　Village　Aid　Administration

所蔵　AMS－B－33（P4V）5288401721
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スリランカ　　　　　　　　　　　認罐蒜蒜：鵠5：；二ぽ蒜認：濫act°f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Lanka；vols．　fbr　1982－．－Microfiche．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Colombo：Dept．　of

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　　G・vt・P・int・・G・v・mm・nt　Publi・ati・n・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bureau［distributor］，1975－．－English，

［00011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sinhalese，　and　Tamil，1973－1979；In　English，

書名　Sri　Lanka　yeaエbook．－Mico6che　ed　　　　　　　　　1982－．－Vbls．　fbr　1973－．－Vbls．　fbr　1977，1979

巻次等1975（1975）－　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　1982　are　composite　volumes　covering

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1987　　　　　　several　years　up　to　the　previous　year・一

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Originally　continues：Statistical　ab竺tract　of

注記Micr。舳。．0，i亘nally　publi、h。d、　C。1。mb。，　S，i　C・yl・n／D・pt・・f　C・n・田and　Stat’stics・

　　　　　　Lanka：Dept．　of　Census　and　Statistics，　S　　　別書名Sri　Lanka　sankhyana　nibandhaya

　　　　　　110123344．－0，i亘nally・・ntinu…C・yl・n　　　Ilan』ip　Pullivip・・at　t・kupPu

　　　　　　yeaエbook．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sri　I・anka　Praj　atantrika　Samajavadi

霞名

所蔵 1認瓢S982（197与1982）　編者瓢蕊。蹴。h。San㎞y。1。khan、

［0002］　　　　　　　　　　　　D・pa「t・m・ntuva
書名　Statistical　abstract　of　Ceylon／Department　of所蔵　VOL：1973，　S977，　S979，　S982，　S985－1986

　　　　　　C。n，u，　and　St・ti・tics．一［Mi…丘・he　ed．｝　　　（1973－1986）AMS－4（AS－119）

巻次等1949（1949）－197°／1971（197°／1971）　　［…4】

出版Z竺9・Int・・D・・um・nt・ti・n　C°・，1982　書名Stati，ti。al　p。，k。t　b。。k。f　C。yl。n．一［Micr。6。h。

形態　mlcro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　ed．］

注記　Micro丘che・Originally　published：Colombo：　巻次等1966（1966）．1971（1971）

　　　　　　i欝竃灘螢・±言㌶ilt念鑑一＿
　　　　　　nib皿dh。y。，・96・（196・）．・962（1962）；Lan㎞　　Or19・nally　publlrh・ρ・C・1・mb？・D・pt・・f

　　　　　　Vbls．　fbr　1949．1960　in　English；vols．　fbr　　　編者　Ceylon・Janaユekhana　ha　Sankhyalekhana

　　　　　　1961－1965，in　English　and　Sinhalese；vols．　fbr　　　　　Departamentuva

　　　　　　1966－1970／71in　English，　Sinhalese　and　Tamil．所蔵　VOL：1966－1971（1966－1971）AMS－4（AS－120）

　　　　　　－Originally　continued　by：Statistical　abstract　　　　※1970－1971　also　in　micro6che：AMS－L－24（ce）

　　　　　　of　Sri－1、anka．

別書名Lan㎞sankhyalekhana　nibandhaya　　　　　lOOO5］
　　　　　　Lanka　sankhyana　nibandhaya　　　　　　　　書名　Statistical　pocket　book　of　Ceylon・一［Micro丘che

　　　　　　Ilankaip　Pullivipa旺at　tokupPu　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ed・］

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　巻次等一1971（1971）

　　　　　　Ceylon．　Janale㎞ana　ha　Sankhyalekhana　　　出版　Westport，　Conn．：Greenwood　Press，119－l

　　　　　　Departamentuva　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches：ill．；11　x　15　cm

所蔵　VOL　1949－1971（1949－1971）AMS－4（AS－119）　注記　Description　based　on：1970．－Reprint，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Origina皿y　published：Colombo：Dept．　of

【00031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　and　Statistics．－Originally　continued

書名　Statistical　abstract　of　Sri－Lanka／Department　　　　by：Statisticaユpocket　book　of　Sri　Lanka

　　　　　　of　Census　and　Statistics＝［Micro丘che　ed・］　　　　　　　（Ceylon）．－Vbls，　fbr　1970－1971　called　also

巻次等1973（1973）一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”4th　issue”一”5th　issue”in　preface．一

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982　　　　　　　0R：AAOO43471X．－In　micro丘che　collection：

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Current　national　statistical　compendiums／

注記　Title　varies　slightly；vols．　fbr　1977－1979　have　　　　　Congressional　Infbrmation　Service・

　　　　　　title：Sri　Lanka　Prajatantrika　Samajavadi　　　別書名Current　national　statistical　compendiums

　　　　　　Janaエajaye　sankhyana　nibandhaya＝Ilankaic　編者　Ceylon．　Janalekhana　ha　San㎞yalekhana

　　　　　　Cananayaka　Cocalicak　Kutiyalacin　　　　　　　　　　　Departamentuva
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所蔵　VOL：1970－1971（1970－1971）AMS－L24（ce）　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　※1966－1971also　in　micro丘che：・　　　　　　　　　　　　［1981］

　　　　　　AMS－4（AS－120）　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Colombo：Printed　by

［0006】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　George　J．A．　Skeen，　Govt．　Printer，　Ceylon，

書名　Statistical　pocket　book　of　Sri　　　　　　　　　　　1892－vii，63　p．：map．一”Ordered　by　His

　　　　　　Lanka．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　Excellency　the　Gobernor　to　be　printed”．一

巻次等1972（1972）－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vbl・2and　v．3have　distinctive　title．

出版　Zug，　Switz．：IDC，1982　　　　　　　　　　　　　〈BA28776296＞〈BA28783087＞・－International

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　population　census　publications：Asia
注記　・Asian　statistics・AS　120．＿Title　varies　　　　　　　〈BA43396290＞／／a・

　　　　　　slightly；vols．　fbr　1973．1977　have　title：　　　　内容　v・1・Containing，　A　general　report・

　　　　　　Statistical　pocket　book　of　the　Republic　of　Sri　編者　Ceylon・Superintendent　of　Census

　　　　　　Lanka（Ceylon）；vols．　fbr　1978－．－Reprint．　　所蔵　v・1：AMF－L－60（1）5400024856

　　　　　　0riginally　published：Colombo：Dept．　of　　　　　※Ubrary　has　also　printed　ed・：Ld・61－15（1891）

　　　　　　翻議慧k霊裟y∫°nt’nues寳τ9】C。　nin脇D。　dt。b＿and

別書名St。ti，ti，訓P。。k。t　b。。k。f　th。　R。publi。。f　S，i　　p°pulati°n，　exhibiting　P・pul・ti・n　by　ag・，

　　　　　　Lan㎞（C。yl。n）　　　　　　　nati°nality，　bi「thplace，　edu・ati・n，・eligi・n，　and

　　　　　　l麟蹴監盟㌫・m…ati・出版㌶跳C・…、R。，ea，chPubli。ati。n、，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

人・統計　　　　　注記鑑。llypubli，h。d、　C。1。mb。、P，int。dby

　　　　　　＊一〈・88・〉一＊　　　　　罐ill罐1惚：，二霊「且：eyl°n，

100071　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Excellency　the　Gobernor　to　be　printed”・

書名　Census　of　Ceylon，1881：general　report，　and　編者　Ceylon・Superintendent　of　Census

　　　　　　statements　and　tables　showing　detajls　of　area　所蔵　AMF－L60（1）5400024864

　　　　　　and　population，　exhibith19　Population　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed・：Ld・61－15（1891）

　　　　　　1羅羅撒1騰当晋゜1　伍ini蛭＿⌒vilbg〔．

出版 温1　《m　hPu　tわ…盤撚羅毅麟
形態1m・c・・丘lm；35　mm　　　　　出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。、e鋤Publi。ati。n，，
叢書In；・m・ti・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・鵬・　［・98・］

　　　　　　Asla　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
注記0・i亘lly　pub三・h・d・C・1・mb・浪㎝k　Luk・・，館C・n・u・・f　C・yl。n，・891、in　th，ee　v。lum。，／

　　　　　　a・tmg　9・寸・prlnt・・，　C・yl・n・1882－396　P・・　　c・mpil・d　by　Li。n。I　L㏄，　Sup。，int。nd。nt。f

　　　　　　map・一”Ordered　by　His　Excellency　the　　　　　　　　Census；v．3

　　　　　　G・v・m・・t・b・p・int・d”・　　　　　　Int・mati。nal　p。pul。ti。n　cen、u，　publi，ati。n、、

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Ce品us　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L60（1）5400024849　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Colombo：Printed　by

　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1881）　　　George　J．A．　Skeen，　Govt．　Prillter，　Ceylon，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1892－95p．．一”Ordered　by　His　Excellency

　　　　　　＊一〈1891＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Gobernor　to　be　printed”．

【…81　　　　　鷲＝蒜瓢：㌶Census
書名 ＝：認eZ：：二11：ll，：轟隠＝6／　※n』h⊇・・P・int・d・d・・－5（・89・）

　　　　　　Census　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1901＞一＊
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［0011】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
書名　　Containing，　The　review　of　the　census　　　　　　　　　［1981］

　　　　　　operations　and　results　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　The　census　of　Ceylon，1901／by　R

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Arunachalam；v．4

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

叢書　The　census　of　Ceylon，1901／by　P　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Arunachalam；v．1　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Colombo：Printed　by
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　H．C．　Cottle，　acting　Govt．　printer，　Ceylon，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1902－564　p．．

注記　Originally　published：Colombo：Printed　by　　編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census

　　　　　　H．C．　Cottle，　acting　Govt．　printer，　Ceylon，　　所蔵　AMF－L60（2）5400024914

　　　　　　1902－v，259，205P・：ill・，　maps・－Includes　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1901）

　　　　　　index．

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　lOO15】

所蔵　AMF－L60（1）5400024880　　　　　　　　　書名　　［Census　of　the　British　Empire，1901・Ceylon］

　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1901）出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

［00121　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm
書名　Containing　detailed　tables　exhibiting，　The　　叢書　　International　population　census　publications：

　　　　　　population　by　sex，　race，　religion，　age，　civil　　　　　　　　Asia

　　　　　　condition，　education，　birthplace，　and　in丘rmity　注記　Partial　reprint　from：Census　of　the　British

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Empire，1901：report　with　summary　and
　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　detailed　tables　fbr　the　several　colonies，＆c．，

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　area，　houses，　and　population；also　population

叢書　The　census　of　Ceylon，1901／by　R　　　　　　　　　classi丘ed　by　ages，　condition　as　to　marriage，

　　　　　　Ar皿achalam；v．2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0ccupations，　birthplaces，　religions，　degrees　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　education，　and　in丘rmities／presented　to　both

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Houses　of　Parliament　by　Command　of　His

注記　Originally　published：Colombo：Printed　by　　　　　MajestyL－London：Printed　fbr　H．M．S．0．　by
　　　　　　H．C．　Cottle，　acting　Govt．　printer，　Ceylon，　　　　　　Daエling＆Son，1906．一（Papers　by　command．

　　　　　　1902－iv，794　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cd．2660）．

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　編者　Great　Britain．　General　Register　Of丘ce

所蔵　AMF－L60（2）5400024898　　　　　　　　　所蔵　AMF－L60（3）5400024922
　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1901）　　　※Ubrary　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1901）

【0013】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1911＞一＊

書名　Containing　detailed　tables　exhibiting，　The
　　　　　　P。pulati・n　by・ccupati・n・・m・an・・f　　［00161

　　　　　　subsistence　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Occupation　statistics，　showing　occupations　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　the　population　by　race　and　sex／by　E・B・

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　D・nh・m
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn・：Research　Publications，

叢書The　cen・u・・fC・yl・n，1901／by　R　　　　［1981］
　　　　　　Arunachalam；v．3　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications：　叢書　The　Census　of　Ceylon，1911

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：

注記　Originally　published：Colombo：Printed　by　　　　　Asia
　　　　　　H．C．　Cottle，　acting　Govt．　printer，　Ceylon，　　注記　Originaユly　published：Colombo：Printed　by

　　　　　　1902－viii，571　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H．C．　Cottle，　Govt．　Printer，　Ceylon，1912－一

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　　　　viii，732　P・・

所蔵　AMF－L－60（2）5400024gO6　　　　　　　　　編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census

　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1901）所蔵　AMF－L－60（3）5400024930

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1901）

【0014】

書名　Tbwn　and　Village　statistics，　being　the　　　　【0017】

　　　　　　population　of　each　town　and　village　of　Ceylon，書名　Tables　showing　the　population　by　sex，　race，

　　　　　　by　houses，　sex，　race，　religion，　literacy，　age，　and　　　　　　　religion，　age，　civil　condition，　education，

　　　　　　occupation　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　birthplace，　and　in丘rmity／by　E．B．　Denh㎜
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　【0020】

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　・　　　　　　　書名　Report　on　the　census　of　Ceylon，1921／by

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　LJ．B．　Turner

叢書　The　Census　of　Ceylon，1911　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　［1981］

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

注記0卿ally　publi・h・d・C・1・mb・・P・int・d　by館C・n・u・publi・ati・n・，　C・yl・n，192・／by　LJ．B．

　　　　　　H・C・C・ttl・・G・vt・P・int・・，　C・yl・n，1912－iv，　　T。，n。，；v．1

　　　　　　531P・・　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pul。ti。n　cen、u，　publi，ati。ns：
編者　Denh㎜，　E．　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

所蔵　AMF－L60（3）5400024948　　　　　　　　　注記　Originally　published：Colombo：Govt．
　　　　　　※L、ibraエy　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1911）　　　Printer，　Ceylon：Govt．　Record　Omce

；281＿vil』＿＿t＿一副編者麟罐監＝’　

議欝議撒耀戦所蔵蹴：￥＝nt：＝L、5（192、）
　　　　　　「eli亘・n，1911（・x・lu・iv・・f　th・milita・y皿d　［00211

出版

形態1m・c・・61m；35　mm　　　　　　　・92・；and　p・pulati。n　by，eligi。n　and，ace，
叢書　The　Census　of　Ceylon，1911　　　　　　　　　　　　1921；exclusive　of　the　military　and　the

　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・・　　shipPing，孤d　in・lu・iv・・f　th・丘gu・e・品，

　　　　　　A・i…　　　　　　　　　　　　t・t・・by・hi・f　h・adm・n・・divi・i・n，，　with　an
注記　Originally　published：Colombo：Printed　by　　　　　alphabetical　index　of　towns　and　villages，　and

　　　　　　H．C．　Cottle，　Govt．　Printer，　Ceylon，1912－vi，　　　　　appendices／by　LJ．B．　Turner

　　　　　　447p．－map．　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　　　　［1981］

　　　　　　Denham，　E・B・　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro狙m；35　mm

所蔵　AMF－L－60（4）5400024955　　　　　　　　　叢書　　Census　publications，　Ceylon，1921／by　LJ．B．

　　　　　　※Ubrary　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1911）　　　Turner；v．2

【…9】　　　　　　　　驚nati°na’p°pu’ati°n　census　pub”cat’°ns：

酩E・tat・・t・ti・｝i？・・the】・p・pFlgti・n　by　注記0・igin・lly　publi，h。d、　C。1。mb。、P，int。d　by

　　　　　　sex，「aρe，「el’g’・n・・g・，・・vll・？nd・t1・n，　　　H．C．　C・ttl・，　G・vt．　P・int・・，　C・yl。n、G。枕．

　　　　　　educat’・n，・ゆ・rthpl・・e・w・th　a　li・t・f　　　Rec・・d　O伍ce，［di・t・ibut。，】，1923－viii，650　P．．

　　　　　　erta触・，・h・wmg　th・・ev・nu・皿d　planting　　　－，，LJ．B．　T。m。，，　Sup。，int。nd。nt。f　C。n，us

　　　　　　d’三tr・ct・，・nd｝h・p・pul・ti・n　by・ex，・ace，　　・nd　Di・ect・・。f　St。ti。ti。，　C。yl。n，，．

　　　　　　：ellglon，　and　llteracy，　and　an　alphabetical　　編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census

ll灘鷲＝二・所蔵羅蕊ご＝＿5σ92、）

叢書Th・C・㎎皿・f　C・yl・n・1911　　　　10022】

　　　　　　H・C・Cottle・Govt・Prillter，　Ceylon，1912－55　　　　　by　revenue　and　planting　districts，　and　chief

　　　　　　P・：maP・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　headmen，s　divisions，　and　the　population　of
編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　　　　eadl　by　sex，　literacy，　English　literacy，　religion，

　　　　　　Denham，　E　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　ra£e，　and　an　alphabetical　index　of　estate

所蔵　AMF－L60（4）5400024963　　　　　　　　　　　　names／by　L　J．B．　Turner

　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　ed・：Ld．61－15（1911）出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛19811

　　　　　　＊一〈1921＞一＊　　　　　　　　　　　　　　形態　1microfilm；35　mm
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叢書　Census　publications，　Ceylon，1921／by　L．J．B．書名　Tbwn　and　village　statistics：showing　fbr　each

　　　　　　Turner；v．3　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　town　and　village　in　Ceylon　the　number　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　　buildings　and　the　total　persons　1921　and　1931，

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（exclusive　of　the　military　and　the　shipping，

注記　Originally　published：Colombo：Printed　by　　　　　a皿d　inclusive　of　the　6gures　fbr　estates　by　chief

　　　　　　H．C．　Cottle，　Govt．　Printer，　Ceylon，1924－192　　　　　headmen，s　divisions）・with　an　alphabetical

　　　　　　p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　index　of　towns　and　villages／by　L　J．B．　Turner

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　Turner，　L．　J．　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

所蔵　AMF－L60（5）5400024997　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm
　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1921）叢書　Census　publications，　Ceylon，1931／by　LJ・B・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TUrner；v．2

10023】　　　　　　　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・n・・
書名　　General　tables：showing　the　population　by　　　　　　Asia

　　　　　　sex，　race，　age，　conj　ugal　condition，　birthplace，　注記　Originally　published：Colombo：Statistics

　　　　　　・egli葭・n，・du・ati・n，・ccup・ti・n，　in6・mity，　　0伍ce・G・vt・Rec・・d　O伍ce，［di・t・ibut・・】，

　　　　　　＆c．，to　which　are　added　three　tables　relating　　　　　　1931－570　P・・

　　　　　　to　the　statistics　of　the　Maldive　Islands，　and　　編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census

　　　　　　two　apPendices　relating　to　the　scheme　adopted　　　　Turner，　L　J・B・

　　　　　　fbr　the　classi6cation　and　tabulation　of　　　　所蔵　AMF－L60（5）5400025028

　　　　　　0ccupations　in　Ceylon／by　L　J・B・Turner　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1931）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　［0026］
形態　1micromm：35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Census　of　Ceylon　1946／Department　of
叢書C。n、u、　publi。ati。n・，　C・y1・n，1921／by　LJ．B．　　C・n・u・＆St・ti・tics

　　　　　　Turner；v．4　　　　　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Co皿・：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　　　1977

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

注記　Originally　published：Colombo：Printed　by　　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　H．C．　Cottle，　Govt．　Printer，　Ceylon，1924－386　　　　　Asia

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　v．1，pt．2has　an　added　t．p．　title：Statistica1

編者　Ceylon．　Superintendent　of　Census　　　　　　　　　digest　of　the　general　report　on　the　census　of

　　　　　　Turner，　L．　J．　B．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1946・－Originally　published：Colombo：

所蔵　AMF－L60（5）5400025002　　　　　　　　　　　　Ceylon　Govt．　Press，1g50．1g52：5v．．

　　　　　　※Lib－yhasal・・P・int・d・d・－5（・921）内容；ぷ：」隠「al「ep°「t’一巳1・P七2’

　　　　　　＊一〈1931＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　別書名Statistical　digest　of　the　general　report　on　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　census　of　1946

［00241　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics

書名　　Report　on　the　census　of　Ceylon，1931／by　　　　　　　Ranasinha・A・G・

　　　　　　LJ．B．　Turner　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　v．1－4：AMF－L－60（6）5400025036

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※Hbrary　h品also　printed　ed．：Ld．61－15（1946）

　　　　　　［1981］

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　＊　〈1953＞　＊

叢書C・n・u・publi・ati・n・・C・yl・n，1931／by　LJ・B・［・・27】

　　　　　　盤鑓P・pu－一・興bl－・璽蕊蹴＝5㌧＿1＿，

注記 ；羅蟻＝i＝93・裟馨竃2＝＿bl＿：
編者 艦：ξ晋・n－fC・n・u・　注記；ll；n訓lypubli，h。d，｛C。1。mb。］，　P・int。d・t

所蔵 ＝ぽ＝一・5（・931儒§き曙欝＝8恥
［0025】　　　　　　　　　　　　※nb・a坤as砿・・P・int・d・d・・Ld・61－15（1953）
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【00281　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics

書名　General　report／by　H．　E．　Peries　　　　　　　所蔵　AMF－L60（7）5400025085

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　※nbrary　h品aユso　printed　ed．：Ld．61－15（1953）

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　［00321
叢書　International　population　census　publications：　書名　Race　and　literacy

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：IColombo］：printed　at　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　the　Ceylon　Government　Press，1957－viii，215　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　P．：ill．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v・3，　pt・1

　　　　　　Peries，　H．　E．　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：［Colombo］：printed　at

所蔵　AMF－L60（7）5400025051　　　　　　　　　　　　the　Ceylon　Government　Press，1960－928　P・・
　　　　　　※互braエy　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1953）編者　Ceylon・Dept・of　Census　and　Statistics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－60（8）5400025093

10029】　　　　　　　　　　　　※Lib・a・y　h品al・・P・int・d・d．・Ld．61－15（1953）
書名　Growth　of　population，　place　of　birth，

　　　　　　movement　and　nationality　　　　　　　　　　　lOO33】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Literacy　and　religion

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

叢書　International　population　census　publications：　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v．2，　pt．1　　　　　　　　　　　Asia

注記　Originally　published：［Colombo］：printed　at　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v・3，　pt・2

　　　　　　the　Ceylon　Government　Press，1958－viii，326　注記　Originaユly　published：IColombo］：printed　at

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Ceylon　Government　Press，1960－1077　p．．

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics

所蔵　AMF－L60（7）5400025069　　　　　　　　　所蔵　AMF－L60（8）5400025101
　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1953）　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1953）

10030】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0034】

書名　Age　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　The　gainfully　employed　population

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm
叢書　International　population　census　publications：　叢書　International　population　census　publications：

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Asia

　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v．2，　pt．2　　　　　　　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v．4，　pt．1

注記　Originally　published：【Colombo］：printed　at　　注記　Originally　published：［Colombo］：printed　at

　　　　　　the　Ceylon　Government　Press，1959－viii，640　　　　　the　Ceylon　Government　Press，1960－624　p．．

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　所蔵　AMF－L60（9）5400025119

所蔵　AMF－L60（7）5400025077　　　　　　　　　　　　　※Library　has　aユso　printed　ed．：Ld．61－15（1953）

　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1953）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0035］

10031】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Income

書名　CorUug｛ぱcondition　and　orphanhood　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications：

叢書　International　population　census　publications：　　　　Asia

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v．4，　pt．2，　section　8

　　　　　　Census　of　Ceylon，1953；v．2，　pt．3　　　　　注記　”The　data　in　these　tables　relate　to　a　ten　per

注記　Originally　published：［Colombo］：printed　at　　　　　cent　sample”．－Originaユly　published：

　　　　　　thb　Ceylon　Government　Press，1959－viii，311　　　　　［Colombol：printed　at　the　Ceylon『Government

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Press，1962－3v．．
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編者　Ceylon．　Dept，　of　Census　and　Statistics　　　　形態　　1　microfilm；35　mm

所蔵　　（A）：AMF－L－60（9）5400025127　　　　　　　叢書　Census　of　population，　Ceylon，1963／

　　　　　　（B）：AMF－L60（10）5400025135　　　　　　　　　　Department　of　Census＆Statistics；v．1．

　　　　　　（C）：AMF－L60（10）5400025143　　　　　　　　　　　Tables　based　on　a　101nternational　population

　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1953）　　　census　publications：Asia

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Title　and　text　also　in　Cingalese．－Originally

【0036】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Colombo：Govt．　Press，1967－xi，

書名　Demographic　study　of　the　city　of　Colombo／　　　　　44　P．．

　　　　　　Department　of　Census　and　Statistics　　　　　編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　所蔵　AMF－L60（10）5400025184

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　※五b・a・yh蝿・・P・int・d・d．・Ld．6n5（1963）
形態　1micro61m；35　mm
叢書　Internationaユpopulation　census　publications：　　　　＊一〈1971＞一＊
　　　　　　Asia

　　　　　　Monograph；no．2　　　　　　　　　　　　　｛0040】

注記　Originally　publisehd：［Colombol：Govt．　Press，書名　Population　of　districts，　towns　and　D・R・O・

　　　　　　1954－52P．：4maps．　　　　　　　　　　　　　　　　divisions，　by　sex，　age（under　18　years，　and　18

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　　　　and　over），　ethnic　group　and　religion／

所蔵　AMF－L60（10）5400025150　　　　　　　　　　　　Department　of　Census　and　Statistics
　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1954）出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1991

【0037］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm　reel；35　mm

書名　恥rtility　trends　in　Ceylon：1953　census／　　　叢書　Jana　sangana皿aya，1971＝Census　of

　　　　　　Department　of　Census　and　Statistics　　　　　　　　　population，1971；preliminary　release；no．1

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　Sinhalese　and　English．　T．P．　written丘rst　in

叢書　　International　population　census　publications：　　　　　　Sinhalese，　then　in　English・－Originally

　　　　　　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Published：｛Colombo］：Dept．　of　Census　and

　　　　　　Monograph；no．8　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics，1972－35　p．

注記　”One　per　cent　sample”．－Originally　publisehd：編者　Sri　Lanka・Janalekhana　ha　San㎞yalekhana

　　　　　　［Colombo】：Govt．　Press，1956－36　P．．　　　　　　　　　Departamentuva

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　所蔵　AMF－2（ce1971－1）5400044730

所蔵　AMF－L60（10）5400025168　　　　　　　　　　　　※nbraエy　has　also　printed　fbrm：
　　　　　　※Library　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1954）　　　Ld・61－15（1971－1）

　　　　　　＊一〈1963＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0041】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Population　of　electorates　by　sex，　age（under

lOO38】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a皿d　over　18），　ethnic　group　and　religion／

書名　General　characteristics　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Census　and　Statistics

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1991

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micromm　reel；35　mm
叢書　Census　of　population，　Ceylon，1963／　　　　　叢書　Jana　sangananaya，1971＝Census　of

　　　　　　Department　of　Census＆Statistics；v・1・　　　　　　population，1971；preliminary　release；no．2

　　　　　　Tables　based　on　a　101nternational　population　　　　　　　International　population　census　publications：

　　　　　　census　publications：Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

注記　Title　and　text　also　in　Cingalese・－Originally　注記　Sinhalese　and　English．　T．P．　written丘rst　in

　　　　　　published：Colombo：Govt．　Press，1967－xiii，　　　　Sinhalese，　then　in　English．－Origina皿y

　　　　　　98p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：［Colombo】：Dept．　of　Census　and

編者　Ceylon．　Dept．　of　Census　and　Statistics　　　　　　　Statistics，1972－15　p．

所蔵　AMF－L60（10）5400025176　　　　　　　　編者　Sri　Lanka．　Janaユekhana　ha　Sankhyalekhana

　　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　ed．：Ld．61－15（1963）　　　Departamentuva

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－2（ce1971－1）5400044748

［003gl　　　　　　　　　　　　※Lib，訂y　ha，　al，。　P，int。d飴，m、
書名　The　gajnfully　employed　population　　　　　　　　　Ld．61－15（1971）

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，
　　　　　　1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0042】
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書名　Jana　sangananaya，1971＝Census　of　　　　叢書　Jana　sangananaya，1971ニCensus　of

　　　　　　P・pulati・n，1971　　　　　　　　P・pulati・n，1971；v．2．All　i・1・nd　t。bl。，；pt．
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　2
　　　　　　1991　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　micromm　reels；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

叢書　International　population　census　publications：　注記　At　head　of　title：Republic　of　Sri　Lanka．－

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Reprint・Originally　published：Colombo：

注記　At　head　of　title：Sri　Lanka，　Sri　Lanka．－　　　　　　　Dept・of　Census　and　Statistics，1976．

　　　　　　Originally　published：［Colombo］：Dept．　of　　編者　Sri　Lanka・Janalekhana　ha　Sankhyalekhana

　　　　　　Census　and　Statistics，　Sri　Lanka，1974－1978－　　　　　Departamentuva

　　　　　　v・：31cm・－Vbl・1，　pt・2．　Kalutara　District　所蔵　AMF－2（ce1971－2）5400044789

　　　　　　－v．1，pt．3．　Kandy　District－v．1，　pt．4．　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Matale　District－v．1，　pt．5．　Nuwaエa　Eliya　　　　　　Ld．61－15（1971）

　　　　　　District－v．1，　pt．6．　Galle　District－v．1，　pt．

　　　　　　10・Mannar　District－v．1，　pt．11．　Vavuniya　lOO45］

　　　　　　District－v．1，　pt．13．　Amparai　District－v．　書名　　Census　of　population，1971，　Sri　Lanka：

　　　　　　1，pt．14．　Trincomalee　District－v．1，　pt．15．　　　　　generaユreport

　　　　　　Knru竺egaユa　District－v・1・pt・16・Puttalam　出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　Dlstrlct－v・1，　pt・17－Anuradhapura　　　　　　　　　　1991

　　　　　　Dist「i・t－v・1，　pt・18・P・1・nn訂uw・Di・t・i・t一形態1mi，，。61m，eel；35　mm

麗名

所蔵 ㌶鑑’15：AMF2（ce197L1）　編⊇蹴。蕊・khanahaSankhy・1・khan・

　　　　　　；㌶㌫t・22：AMF－2（ce1971－2）　所蔵AMF－2（ce・97・－2）54…44797

　　　　　　霊蹴）・1・・P・int・飽一・　　罐聯a’s°P「’nted飴「m：

［・・43］　　　　　　　　　　＊一〈1981＞『＊
書名　General　characteristics　of　the　population　　　［00461

出版W・・db・idg・・C・nn・・R・・earch　Publi・ati・n・，書名C・n・u・・f　p・pul・ti・n㎝d　h。u，ing，　S，i　La典，

　　　　　　1991　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981

形態1micr・mm・eel；35　mm　　　　出版W・・db・idg・，　C・nn．、R。，ea，ch　Publi，ati。n，，

叢書　Jana　sanga皿anaya，1971＝Census　of　　　　　　　　1993

　　　　　　population，1971；v・2・All　island　tables；pt・形態　micro丘lm　reels；35　mm

　　　　　　Lt；・nati。nalp。pul。ti。ncen，u，publi。ati。＿叢書蹴㍑’p・pu’・ti・ncen・u・publi・ati・n・・

注記霊隠itl二・R，publi。。fS，i－一注記麟瓢＝nll霊璽：。，h

所蔵＝＝；）54。。。44771　編者灘＝ご・khanahaS・n㎞y・1・khana

　　　　　　霊㌫㍑a’s°P「’nte伽m：　所蔵㌶＝・e’ea・e，…・・AMF2（ce・98H）

豊41Theec。n。mi。砿lya。tiV。p。pulati。n　霊㌶als°P「inted飴「m：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［0047】

　　　　　　1991　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Population　tables　based　on　a　ten　percent

形態1micromm　reel；35㎜　　　　　　　sample
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　Census　of　population　and　housing，1981；v．2

　　　　　　　1993．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．All　island　tables；pt．1

形態　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications：
叢書　Census　of　population　and　housing，　Sri　Lan㎞，　　　　region・Asia

　　　　　　　1981：preliminaエy　release；no．2　　　　　　注記　Originaユly　published：Colombo：Dept・of

　　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Census　and　Statistics，1985－156　P・；29　cm・

　　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sri　Lanka．　Janalekhana　ha　Sankhyaユekhana

注記　Originally　published：［Colombo］：Dept．　of　　　　　　Depaエtamentuva

　　　　　　　Census　and　Statistics，　Ministry　of　Plan　　　　所蔵　AMF－2（ce1981－2）5400044847

　　　　　　　1mplementation，1982－xii，56　P・；30　cm・　　　　　　※Hbrary　has　also　printed　fbrm：

編者　Sri　Lanka．　Janalekhana　ha　Sankhyalekhana　　　　　Ld．61－15（1981）

　　　　　　　Departamentuva

所蔵　AMF－2（ce1981－1）5400044813　　　　　　　｛0051】

　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Migration：based　on　a　ten　percent　sample

　　　　　　　Ld．61－15（1981）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

10048］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm　reel；35　mm

書名　Housing　tables　based　on　a　ten　percent　sample　叢書　Census　of　population　and　housing，1981；v．2

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　．All　island　tables；pt．2

　　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

叢書　Census　of　population　and　housing，　Sri　Lanka，　注記　Originally　published：Colombo：Dept・of

　　　　　　　1981；Preliminary　release；no．3　　　　　　　　　　　Census　and　Statistics，1985－vii，339　p．；29

　　　　　　1nternational　population　census　publications：　　　　　cm・

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　編者　Sri　Lanka．　Janalekhana　ha　Sankhyalekhana

注記　Originally　published：［Colombo］：Dept．　of　　　　　　Departamentuva

　　　　　　Census　and　Statistics，　Ministry　of　Plan　　　　所蔵　AMF－2（ce1981－2）5400044854

　　　　　　1mplementation，1982－75　P・；29　cm・　　　　　　　　　※nbraTy　has　also　printed　fbrm：

編者　Sri　Lanka．　Janalekhana　ha　Sankhyale㎞ana　　　　　Ld．61－15（1981）

　　　　　　Departamentuva

所蔵　AMF－2（ce1981－1）5400044821　　　　　　　［0052】

　　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：　　　　　　書名　Housing：based　on　a　ten　percent　sample

　　　　　　Ld．61－15（1981）　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1993

10049】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m　reel；35　mm

書名　District　report　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　population　and　housing，1981；v．2

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　．All　island　tables；pt．3

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications：

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　region，　Asia

叢書　Census　of　population　and　housing，1981　　　注記　Originally　published：Colombo：Dept．　of

　　　　　　International　population　census　publications：　　　　　Census　and　Statistics，1985－55　p．：fbrms；

　　　　　　region，　Asia　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29　cm・

注記　Originaユly　published：Colombo：Dept．　of　　編者　Sri　Lanka．　Janalekhana　ha　Sankhyalekhana

　　　　　　Census　and　Statistics，　Ministry　of　Plan　　　　　　　　Departamentuva

　　　　　　Implementation，1984－6v．；29　cm．　　　　所蔵　AMF－2（ce1981－2）5400044862

編者　Sri　Lanka．　Janaユekhana　ha　Sankhyalekhana　　　　　※Ubraエy　has　also　printed　fbrm：

　　　　　　Departamentuva　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．61－15（1981）

所蔵　Colombo／Vavuniya：AMF－2（ce　1981－1）

　　　　　　5400044839

　　　　　　※Lib・a・y　ha・al・・p・int・d飴・m・　　　　経済統計一般

　　　　　　1、d．61－15（1981）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0053］

loo501　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Quarterly　economic　review　of　Ceylon

書名　Population　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等No．1（Mar．1953）－no．12（Nov．1955）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　London：World　Micro61ms　in　a8sociation　with

　　　　　　1993　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970－c1972

形態　　1micromm　reel；35　mm　　　　　　　　　　形態　9micro丘ches；11　x　15　cm
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注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：［0056】

　　　　　　London：Economist　Intelligence　unit，　　　　書名　　QER．　Sri　Lanka（Ceylon）．一［Micro6che　ed．］

　　　　　　1953－1955・－Filmed　with：Annual　　　　　　巻次等1972，　no．3（1972）－

　　　　　　supPlement・Ceylon・－Originally　continuesl　出版　London：World　Micro61ms　in　a8sociation　with

　　　　　　Economic　review　of　Ceylon－－1952・－　　　　　　　　　the　Economist　Intelligence　Unit，c1974－

　　　　　　Origina！y　co『tinued　by：Three　monthly　　　　形態　microfiches；11　x　15　cm

　　　　　　…n・ml三「ev’ρw°f　C・yl°n・　　　　注記Mi，，。飴＿ep，。du。ti。n．0，i亘nally　publi、h。d、

別書名E・・n・m｝・・evle≡f　C・yl・竺　　．．　　L。nd。n、E。。n。mi，t　Int。llig・nce　Unit，

編者　Economlst　Intelllgence　Unlt（Great　Brltaln）　　　　　1972．1986．－Origina皿y　1973，no．1（1973）一

所蔵　vOL：1－12（1953－1955）AMS－L－19（12）　　　　　　　have　cover　title：Quarterly　economic　review；

出版　London：wiorld　Ml『『o丘lms　ln．assoclatlon　wlth　　　　Quarterly　economic　review　of　Sri　Lan㎞

　　　　　　th・E・・n・m・st　Int・ll’gence　Un’t，・1970　　　（C・yl・n）．－Film・d　with－al・upPl・m・nt・．

形態　24micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　－Originally　continues：Quarterly　economic

注記　Microfbrm　reproduction・Originally　published：　　　　review．　Ceylon．－Originally　ceased　with　1986，

　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit・　　　　　　　　　no．1（1986），　and　split　into：Country　report．

　　　　　　　1956－1963・－Filmed　with：Annual　　　　　　　　　　Sri　Lanka，　and：Country　pro丘le．　Sri　Lanka．

　　　　　　supPlement・Ceylon，1956－1957；　　　　　　　　別書名Economic　review　of　Sri　L、anka（Ceylon）

　　　　　　Three－monthly　economlc　revlew・An竺u÷l　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　Sri　Lanka

　　　　　　・upPl・m・nt・C・yl・n，1958－1963・－0・・g・n・lly　　（C・yl・n）

　　　　　　　no・20（Nov・1957）－no・43（Aug　1963）・　　　　　　　Quarterly　economic　review．　Sri　Lanka

　　　　　　　publ・sh？d　unρ・・th・titl・・Th・◎・nthly　　　（C・yl・n）

　　　　　　　獣灘議磯欝輌曇議㌶鶯麟麗（（Great　Britam1972－1982））

別書名Economic　review　of　Ceylon

編者：1灘1㍑。㌶＝蒜｛蕊e蹴in）世帯・家計

所蔵　VOL　13－43（1956－1963）AMS－L19（12）　　　　［0057】

1・・55］　　　　　　　　　酩R・p・・t・nth・u・b⊇mily　budg・t・u・vey，
書名　　Quarterly　economic　review．　Ceylon　　　　　　　　　　1977　　　　　　　　　．

巻次等No．44（Nov．1963）．no．52（Oct．1965）；1966，出版　　（：In－house　reproductlon）

　　　　　　　no．1（Jan．1966）－1972，　no．2（1972）　　　　　形態　42・1g　P・：fbrms；29　x　46　cm

出版　London：World　Micromms　in　association　with注記　Micro61m・Originally　published：Colombo：
　　　　　　　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970－c1974　　　　　Dept・of　Census＆Statistics，　Ministry　of　Plan

形態20micr。丘，h。、；11　x　15，m　　　　　　Impl・m・ntati・n・｛P・e£1978L－Chi・且y　tabl…
注記Micr。飴，m，ep，。du。ti。n．0，ゆally　publi，h。d，　－Errat・・lip　m・unt・d・n　p・g・2・f・・v…

　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，　　　　編者　Sri　Lanka・Janalekhana　ha　Sankhyalekhana

　　　　　　　1963－1972．－Originally　1968，　no．1　　　　　　　　　　　Departamentuva

　　　　　　　（1968）－1969，no．4（1969），　published　under　th6所蔵　AMF－L－181（6）5400001839

　　　　　　　title：Quarterly　economic　reviews．　Ceylon；

　　　　　　　1971，no．2（1971）－1972，　no．2（1972），

　　　　　　　Publi・h・d　und・・th・titl・・QER・C・yl・n・一　農林水産業

　　　　　　　Filmed　with：Quarterly　economic　review．
　　　　　　　Annual　supPlement．　Ceylon．．－Origina皿y　　　［00581

　　　　　　　continues：Three　monthly　economic　review　of　書名　　Agricultural　development　proposals，1966－1970

　　　　　　　Ceylon．－Originally　continued　by：Quaエterly　　　　　／prepared　by　the　Ministry　of　Agriculture　and

　　　　　　　economic　review．　Sri　Lanka（Ceylon）．　　　　　　　　　Fbod

別書名Economic　review　of　Ceylon　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerla皿d：Inter　Documentation
　　　　　　　Quarterly　economic　reviews．　Ceylon　　　　　　　　　　Company，［19」

　　　　　　　QER．　ceylon　　　　　　　　　　　　　　　形態　7micro丘ches；11　x　15　cm

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　　注記　Micro丘che．　Originally　published：｛Colombol：

所蔵　VOL：44－52；1966－1971，　S972（1－2）　　　　　　　　　　Ministry　of　Planning　and　Economic　AI抗irs，

　　　　　　　（1963－1965；1966－1972）AMS－L19（12）　　　　　　　　［19661（xi，351　p．）．－Header　title：Ceylon：
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　　　　　　Mini・t・y・f　Planning　and　E・・n・mi・A亀irs・　金融・財政・開発

　　　　　　agricultural　development　proposals，1966－1970．

　　　　　　－IDC　order　no：D－391．　　　　　　　　　　　　　　　【0062】

別書名Ceylon：Ministry　of　Planning　and　Economic　書名　Annual　report　and　accounts／
　　　　　　A亀irs，ag，i，ultu・al　d・v・1・pm・nt　p・・P・・al・，　　DFCC・－IMi…丘・he　ed・】

　　　　　　1966．1970　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Leiden：IDC，c1992

編者　Ceylon．　Ministry　of　Agriculture　and　Fbod　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

所

［・・59】．　　　　　　無隠｝％，麟蕊麗、yea「ends
書名　Agrlcultural　developin？nt　proposa！s，1966－1970　　　　Development　Finance　Corporation　of　Ceylon．

　　　　　　／P・epa・ed　by　th・Mmlst・y・f　Aロ・cultu・e　and　　R，p。，t。f　th。　di，ect。聡and　acc。unt、．

　　　　　　R）od　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Development　Finance　Corporation　of　Ceylon

出版　［Tbkyo】：Maruzen，［1968？］　　　　　　　　所蔵　VOL：1982－1986，　S988．1991（1982－1991）

形態　　1micro61m　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　AMS－4（S－303）

注記　Micromm・Originaユly　published：［Colombol：　　　　　※lack：1986／87

　　　　　　Ministry　of　Planning　and　Economic　A丑airs，
　　　　　　1966．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0063］

編者　Ceylon．　Ministry　of　Agriculture　and　Fbod　　書名　The　budget　speech／Government　of　Ceylon

所蔵AMF．B－43（4）54…45・33　　　　　（Mini晦・f　Finance）・一［Mi…丘・he　ed・1

　　　　　　＝㍑）・’・・m’…丘・hee乱　當耀＝㌘≧Int・・D・・um・nt・ti・nCα，

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Representatives・．－Vbls．　fbr　1978（1978）一．一

注記　Description　based　on：1972（1972）・－　　　　　　　　Micro6che．　Originally　published：Colombo：

　　　　　　Microfiche・Originally　published：　　　　　　　　　　Ceylon　Govt．　Press，［1948？］一．－Vbls．　fbr

　　　　　　［Agalawatta］：Rubber　Research　Institute　of　Sri　　　　　1949／50－〈1959／60＞issued　by　the　Dept．　of

　　　　　　Lanka・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Infbrmation；vol．　fbr　1961／62　issued　by：Dept・

別書名Annu．　rev．－Rubber　Res．　Inst．　Sri　Lanka　　　　　　of　National　Planning．

　　　　　　Annual　review－Rubber　Research　Institute　of　別書名Afull　employment　policy　1949／50（1949／50）

　　　　　　Sri　Lanka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　budget　and　economic　development．

編者　Rubber　Research　Institute　of　Sri　Lanka　　　　　　　1961／62（1961／62）

所蔵　VOL：1972－1988（1972－1988）AMS－4（AS－124）　　　　Budget　speech　of　the　Republic　of　Sri　Lanka

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ceylon．　Ministry　of　Finance

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ceylon．　Dept．　of　Infbrmation

貿易　　　　　　　8：；＝瓢＝＝nning
【0061】　　　　　　　　　　　　S・iLan㎞・Mud副Am・tya㎜・y・

形態m・cr・mm・eel；35　mm　　　　　　※1。，k、・960／6・
注記　Description　based　on　Dec．1955（1955）．－

　　　　　　Micro丘lm．　OriginaJly　printed：Colombo：　　　10064】

　　　　　　Government　Press，　Ceylon．一”Tb　be　　　　書名　The　development　programme，1964－1965／

　　　　　　purchased　at　H．M．　Customs，　Colombo，，・　　　　　　Department　of　National　Planning

編者　Ceylon　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　［Tokyol：Maruzen，［1968？】

所蔵　VOL：1955（12），　S956（12），　S957（12），　S958（12），形態　1micro61m　reel；35　mm

　　　　　　S959（12），　S960（12），　S961（12）（1955－1961）　　　叢書　アジア・・アフリカ地域経済計画集成：37か国収

　　　　　　AMF－Z－4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　録／編集：アジア経済研究所；no．4
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注記　Micro61m．　Originally　published：［Colombo］：　形態　7micro6ches；11×15　cm
　　　　　　Goveynment　Press・1964－65　P・・－At　head　of　注記　Micro丘che．　Originally　published：［Colomb　o］：

　　　　　　title：The　Department　of　National　Planning・　　　　　Ministry　of　Land，　Irrigation　a皿d　Power，

編者　Ceylon．　Department　of　National　Planning　　　　　　l1967？1（vi，307　p．）．－Originally　has　series：

所蔵　AMF－B－43（4）5400045117　　　　　　　　　　　　Plan　of　development，1966－1970・－Header
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　title：Ceylon：Ministry　of　Land，　Irrigation

【0065】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Power：plan　of　development，1967－1970：

書名　The　development　programme，1966－1967／　　　　　　implementation　programme　and　targets　fbr

　　　　　　issued　by　the　Ministry　of　Planning　and　　　　　　　　1967－68．－At　head　of　title：Plan　of

　　　　　　Economic　Affairs，　Ceylon　　　　　　　　　　　　　　　development，1966－70．－IDC　order　no：D－391．

出版　ITokyo】：Maruzen，［1968？］　　　　　　　　　別書名Ceylon：Ministry　of　Land，　Irrigation　and

形態　1micro丘lm　reel；35　mm　　　　　　　　　　　　　　power：plan　of　development，1967－1970：

叢書　アジア・アフリカ地域経済計画集成：37か国収　　　　implementation　programme　and　targets｛br

　　　　　　録／編集：アジア経済研究所；no．4　　　　　　　　　1967－68

注記　Micromm．　Originally　published：［Colombo］：　　　　　Plan　of　development・1966－70

　　　　　　Government　Press，1966－58　P．．　　　　　　編者　Ceylon・Idam，　Varimarga　saha　Vidulibala

編者　Ceylon．1（rama　Sampadana　ha　Arthika　　　　　　　Amatyamsaya

　　　　　　Katayutu　Amatyamsaya　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（C51）5288378275

所蔵　AMF－B－43（4）5400045125
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0069］

［0066」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Pla皿of　development　of　Ministry　of　La皿d，

書名　Estimates　of　the　revenue　and　expenditure　of　　　　　Irrigation　and　Power・1966－1970／prepared　by

　　　　　　the　Government　of　the　Republic　of　Sri　　　　　　　　the　Ministry　of　Land，　Irrigation　and　Power

　　　　　　Lanka＝IMicro丘che　ed．｜　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerlan：Inter　Documentation

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988　　　　　　ComPany・｛19－1

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　形態　7micro丘ches；11×15　cm

注記　Description　based　on：1974．－Micro6che．　　注記　Micro丘che・Originally　published：［Colombol：

　　　　　　Originally　published：［Colombol：Dept．　of　　　　　　Ministry　of　Planning　and　Economic　Af』irs，

　　　　　　Govt．　Print．．＿Issued　in　two　vols．．＿　　　　　　　　　　1966（xii，302　P．）．－Header　title：Ceylon：

　　　　　　0・i鎮nally　titl・va・i・・；Vbl・．飴・〈1979＞一．　　　Mini・t巧・f　L・nd・Irrigati・n　and　P・w…plan

別書名Estimates　of　the　revenue　and　expenditure　of　　　　　of　development　of　Ministry　of　Land・Irrigation

　　　　　　the　Government　of　the　Democratic　Sociaユist　　　　　　and　Power，1966－1970・一”Printed　on　the

　　　　　　R・publi・。f　S・i　Lan㎏品，　th。6nan。i。l　y。a，．．．　　・・ders・f　G・v・mm・nt・t　th・G・v・mm・nt

編者　Sri　Lanka　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　press，　Ceylon”・－IDC　order　no：D－471・

所蔵　VOL　1974．1976，　S979，　S981，1984，　S986．1987　別書名Ceylon：Ministry　of　Land，　Irrigat｝oOnd

　　　　　　　（・974・987）AM＆4（A32・5）　　　臨，隠il濫’＝t㌶蒜；「y°f

［0067］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ceylon・Idam，　Varimarga　saha　Vidulibala

書名　The　6ve　year　plan，1972．76　　　　　　　　　　　　Amatyamsaya

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　所蔵　AMS－B－33（C5）5288378267

形態㌫霊融11、X15。m　　［・・7・1　　．　．
注記 2i麟＝y。：：＝蹴？鵠1酩；＝惣蹴＝「°9　me／
　　　　　　　（iii，137　P．）．－Header　title：Ceylon：Ministry　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　　。f　Planning、nd　Empl。ym。nt、th。丘ve－y。a，　　C・mpa町，［1明

　　　　　　　plan，1972．76．－IDC　order　no：D．1548．　　　形態　7micro丘ches；11×15　cm

別書名Ceylon：Ministry　of　Planning　and　　　　　　注記　Micro丘che・Originally　published：｛Colombo］：

　　　　　　　Empl・ym・nt・th・6ve－y。・・plan，1972．76　　　［D・p・・tm・nt・f　Nati・n・I　Pl・皿ingl・1962（346

編者　Ceylon．　Ministry　of　Planning　and　Employment　　　　p・）’－Header　title：Ceylon：Department　of

所蔵AM鋼3（C42）5288378242　　　霊：盟悉蒜C悟芸nt。d。t　th，

［0068】　　　　　　　　　　　　G・v・mm・nt　P・ess，　C・yl・n”・－IDC・・d・・n・・
書名　Implementation　programme　and　targets　fbr　　　　　D－409・

　　　　　　　1967－68／Ministry　of　Land，　Irrigation　and　　　別書名Ceylon：Department　of　National　Planning：

　　　　　　　Power　　　　　　　　　　　　　　　　　the　short－te㎜implementation　programme
出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　編者　Ceylon・pepaエtment　of　National　Pla皿ning

　　　　　　　Company，［1g＿】　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（C4S）5288378259
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【0071】

書名　　Six－year　programme　of　investment，1954／55　to

　　　　　　1959／60

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　Company，［19－1

形態　　10micro丘ches；11×15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：IColombo］：

　　　　　　Planning　Secretariat，［19551（vii，510　p．）．－

　　　　　　Header　title：Ceylon：Planning　Secretariat：

　　　　　　six．year　programme　of　investment，1954／55　to

　　　　　　1959／60．－At　head　of　title：the　Government

　　　　　　of　Ceylon．－IDC　order　no：D－189．

別書名Ceylon：Planning　Secretariat：six－year
　　　　　　programme　of　investment，1954／55　to　1959／60

編者　Government　of　Ceylon．　Planning　Secretariat

所蔵　AMS－B－33（C4－1）5288378234

10072】

書名　The　ten－year　plan／National　Planning　Council

出版　（：In－house　reproduction）

形態　1micro61m　reel；35　mm
注記　Micro丘lm．　Originally　published：Colombo，　Sri

　　　　　　I、anka：Planning　Secretariat，1959－xii，490

　　　　　　P．：ill．；25　cm．

編者　Ceylon．　National　Planning　Council

所蔵　AMF－B－35　5400045042
　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm，　Bnc－222

【00731

書名　Three　year　plan，1962－65：summary

出版　（：In－house　reproduction）

形態　　1micro61m　reel；35　mm

注記　Micro61m．　Originally　published：Kathmandu：
　　　　　　National　Planning　Council，　His　Majesty’s

　　　　　　Govt．，1962－285　p．；25　cm．－At　head　of

　　　　　　title：His　Majesty，s　Government．

編者　Nepal．　Central　Bureau　of　Statistics

所蔵　AMF－B－35　5400045059
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オセアニア全般

人ロ統計

10001】

書名　　International　population　census　publications：

　　　　　　Oceania

出版　New　Haven，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1197－？】

形態　micro61m　reels；35　mm
注記　ser．1．1945－1967，　Libraエy　has　all　titles．－ser．

　　　　　　2．Pre－1945，　Library　has　only　a　fbw　titles　on

　　　　　　New　Zealand．－Library　set　incomplete：New

　　　　　　Zealand，1961．11－13　wanting．－Entries　fbr

　　　　　　each　title　in　this　collection　are　arra皿ged　under

　　　　　　each　country．－Contents：American　Samoa，

　　　　　　1950，1956，1960－Australia，1947，1954，1961，

　　　　　　1966－．

編者　Research　Publications，　Inc．

所蔵　AMF－L－65，＿－73　＊
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オーストラリア　　　當裟等麗l！認CllL。nt。ti。n　C。．，。、g89

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　v．；26cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro6che．　Originally　published：Canberra：

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　　Au，t，alian　Bu，eau。f　Stati，tics，1978－．－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　ISSN：08108633．－Originaユly

［0001】　　　　　　　　　　　　，。ntinu。，、0伍，ial　y。a，　b。。k・f　Au・t・砿i・．
書名　Blue　book　fbr　the　year…／New　South　Wales　別書名Yearb．　Aust

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，c1986　　　　　　　Yearbook，　Australia

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　編者　Australian　Bureau　of　Statistics

注記　Description　based　on：1888・－Micro丘che・　　所蔵　VOL　62－72（1977－1989）AMS－4（S－125）

　　　　　　Originally　published：Sydney：by　authority，

　　　　　　Charles　Potter，　Government　Printer［etc．］．一　　［0005】

　　　　　　Micro6che　ed・has　an　eye－readable　header　　　書名　　Pocket　compendium　of　Australian

　　　　　　title：Blue　books・－Vbls・fbr　1890（1890）－1892　　　　statistics．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　（1892）compiled　in　the　O伍ce　of　the　　　　　巻次等一no．63（1978）

　　　　　　Government　Statistician；vols・fbr　1893　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

　　　　　　（1893）一・　　　　　　　　形態mi。，。6。h。，；11　x　15。m
別書名blue　books　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：No．60（1975）．－
　　　　　　Blu・b・・k・f　N・w　S・uth　W・1・・　　　　　Mi。，。丘。h。．　O，ゆally　publi，h・d・Canberra・

編者　New　South　Wales・Bureau　of　Statistics　　　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics，－c1978．－

　　　　　　New　South　Wales・Civil　Service　Board　　　　　　　Micro丘che　ed．　h｛鳩aheader　title：Pocket　year

所蔵　VOL　1822，　S825，　S827－1828，　S832－1834，　　　　　　book　Australia．－Originally　continued　by：

　　　　　　S837－1839，　S841－1856，　S888－1894（1822－1894）　　　　　　Pocket　year　book　Australia．

　　　　　　AMS－4（H－2332）　　　　　　　　　　　　　　　別書名Pocket　year　book　Australia

9τ2］Blu。b。。㎏／C。1。ny。f　Di。m。㎡，L。nd禁‡＝：聯灘蒜4（＆・49）

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1986　　　［0006］

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　書名　Queensla皿d　year　book．一［Micro丘che　ed．］

注記　Description　based　on：1829・－Title　from　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988－

　　　　　　eye－readable　header・－Micro6che・Originally　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　manusc「iPts・　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：no．40（1980）．一

別書名blue　book　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Brisbane

編者　Tasmania　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：Australian　Bureau　of　Statistics，　Queensland

所蔵　VOL　1829－1838，　S841－1847（1829－1847）　　　　　　　O伍ce．－Originally　ISSN：00855359．

　　　　　　AMS－4（H－2336）　　　　　　　　　　　　　　　別書名Queensland　yearbook

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Australian　Bureau　of　Statistics．　Queensland

【0003】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O冊ce

書名　OHicial　year　book　of　Australia／Australian　　所蔵　VOL：40（1980－1980）AMS－4（S－120）
　　　　　　Bureau　of　Statistics．－IMicro丘che　ed．］

巻次等一no．61（1975／1976）　　　　　　　　　　　　［0007】

出版　Leiden：Inter　Documentataion　Co．，c1989　　書名　Tasmanian　year　book／Australian　Bureau　of
形態　micro6ches；11　x　15㎜　　　　　　　　　　　　　　Statistics，　Tasmanian　O伍ce．－IMicro丘che　ed．］

注記　Description　based　on：No．61（1975／1976）．一　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co・，c1988

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Canberra：　形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics，－c1977・一　　　注記　Description　based　on：No．15（1981）．－

　　　　　　VLYR　of　original：No・59（1973）－no・61　　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：［Hobart］：

　　　　　　（1975／1976）．－Originally　continued　by：Ybar　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics，　Tasmanian

　　　　　　book　Australia・－Originally　issn：03124746・　　　　　Of丘ce．－VLYR　of　LC　MARC：No．1（1967）一．

別書名Off．　yearb．　Aust　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－Originally　ISSN：00822116．

　　　　　　OHicial　yearbook　of　Australia　　　　　　　　別書名Tasmanian　yearbook

編者　Australian　Bureau　of　Statistics　　　　　　　編者　Australian　Bureau　of　Statistics．　Tasmanian

所蔵　VOL　61（1975－1976）AMS－4（S－125）　　　　　　　　0伍ce
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：15－16（1981－1982）AMS－4（S－121）

【0004】

書名　Year　book　Australia／Australian　Bureau　of　［00081

　　　　　　Statistics．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　書名　Victorian　yeaエbook
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出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　・　　　　　　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．2

注記　Description　based　on：no．92（1978）．－　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Micro6che．　Originally　published：Melbourne：　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　Victorian　o伍ce　of　the　Australian　Bureau　of　　注記　Originally　published：Canberra：r．　F．

　　　　　　Statistics＝Originally　ISSN：00671223．　　　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government

別書名Victorian　yearbook　　　　　　　　　　　　　　　　printer，｛19481－15，［1］P・・

編者　Austr｛dian　Bureau　of　Statistics．　Victorian　　編者　Wilson，　Roland

　　　　　　O伍ce　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Austraha．　CommonweaJth　Bureau　of　Census

所蔵V°L92（197＆・978）AM34（＆・・8）　所蔵＝霊；；54。。。2。177

［0009】

酩W。，t。m　Au，t，訓ian　y。訂b。。k　　　｛°°12】

注記 ；i：＝；麟躍h29認iF：出r；；db・idg』・R・・e訂・hPubli・ati・n・，

　　　　　　Au・t・創i・n　Bu・eau・f　St・ti・tics，　W・・t・m　形態1mi。，。mm．35　mm

　　　　　　㌶；轍゜伍ce・一゜「’g’na’ly　ISSN：　囎C・n・u・・ft孟・C・一・nw・alth・fAu・t・ali・，

別酩W・・t・mAu・t・aliany・a・b・・k　　　i認霊lll乙；こ1鑑＝蒜＝，；
編者 ＝＝u°fStat拍t’c＆Westem注記鑑㌃：鑑d、　Canberra、LF．

所蔵　VOL　19（1981－1981）AMS－4（S－117）　　　　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，｛1948］－10　p．．

人・統計　　　　　　縮叉隠£°蒜m。nw。訓th　Bu，eau。fC。n、u，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　＊一〈1947，Census　Bulletin＞一＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（2）5400020185

［°°1°】　　　　　　　　［…3】
書名

出版㌫畿゜：。…、R。＿，hPubli，ati。n、，出版㌫db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

　　　　　　30th　Jun・，1947；・C・n・u・Bull・tln；n・・1　　1nt・mati。nal　p。pul。ti。n，en，u，　publi，ati。n、；

　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・㎎；　　S。，．1，1945．1967

注記霊㌶蕊。d、　Canberra、L．F．注記霊麟＝＝隠品
　　　　　　J°hn・t・n，　C・mm・nw・alth　G・v・mm・nt　　　p・int・・，［19481－10　P．．

　　　　　　Prlnter，［1948］－11　P・・　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

編者　Wilson，　Roland　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　AustraJia・Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　　and　Statistics

所蔵聯霊；；54。。。2。、69　　所蔵A臓66（2）54…2・193

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00141

10011】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Dwellings　in　urban　and　rural　divisions　and　in

書名　Population　in　locaユgovernment　areas／　　　　　　　local　government　areas／prepared　under

　　　　　　prepared　under　instruction　fごom　the　Right　　　　　　　instructions　f士om　the　Right　Honorable　the

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　Roland　Wilson　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micro狙m；35　mm　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
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叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．8　　　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．11

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：L．　F．　　　　注記　Originaユly　published：Canberra：L．　F．

　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government　　　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government
　　　　　　Printer，［1948］－32　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，［1948］－10　p．．

編者　Caエver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　and　Stat拍tics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L－66　5400020219　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（2）5400020268

10015】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0018】

書名　Summary飴r　the　state　of　New　South　Wales／　書名　Summary　fbr　the　state　of　South　Australia／

　　　　　　prepared　under　instructions　fξom　the　Right　　　　　　prepared　under　instructions　from　the　Right

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

叢書　　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，　　叢書　　Census　of　the　CommonweaJth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．9　　　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．12

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：L．　F．　　　　注記　Originally　published：Canberra：L．　F．

　　　　　　Johnston，　Commonweaユth　Government　　　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government
　　　　　　Printer，【1948］－11　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，［1948］－10　p．．

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（2）5400020243　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（2）5400020276

［0016】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【00191

書名　Summary　fbr　the　state　of　Victoria／prepared　書名　Summary　fbr　the　state　of　Western　Australia／

　　　　　　under　instructions　fごom　the　Right　Honorable　　　　　prepaTed　under　instructions　fわm　the　Right

　　　　　　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　　　　　　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（力Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．10　　　　　　　30th　June，1947；．Census　Bulletin；no．13

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：L．　F．　　　　注記　Originally　published：Ca皿berra：L．　F．

　　　　　　Johnston，　CommonweaJth　Government　　　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government
　　　　　　Printer，［19481－10　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，［1948］－10　p．．

編者　Caエver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Caエver，　S．　R．

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　and　Stat拍tics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L－66（2）5400020250　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（2）5400020284

【0017】　　　　　　　　　　　　　　【00201
書名　Summary　fbr　the　state　of　Queensland／　　　　書名　Summary　fbr　the　state　of　Tasmania／prepaエed

　　　　　　prepared　under　instructions　from　the　Right　　　　　　under　instructions丘om　the　Right　Honorable

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Caエver　　　　　　　　the　Treasurer，　by　S．　R．　Calver

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1microfilm；35　mm
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叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　30th　June，1947；・Census　Bulletin；no．14　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia
　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・酪；　30th　Jun。，1947；v．・　　　’

　　　　　　S…1，1945－1967　　　　　　　　1nt・・nati・nal　p・pulati・n　cen，u、　publi，ati。n、；

注記　Originally　published：Canberra：LF．　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government　　　　注記　Originally　published：Canberra：L．　F．

　　　　　　P・int・・，［1948】－10　P・・　　　　　　　J。hn、t。n，　C。mm。nwealth　G。v。，nm。nt

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，1194－］－viii，928　p．．

　　　　　　盤：＝mm°nwea’thBu「eau°fCensus編者＝iill碁；mm。nw。訓thBu，eau。fC＿us

所蔵　AMF－L－66（2）5400020292　　　　　　　　　　　　and　Statistics

［00211　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（1）5400020136

酩 艦麗盤蕊＝，撫～膿；㌶1・・24】
　　　　　　Honorable　the　Trea8urer，　by　S．　R．　Carver　　　書名　Comprising　Parts　XVII・to　XIX・of　the

出版 ㌫db・idg⌒・R・・e訂・hPubli・ati・n・・　蒜＝㌫＝＝隠蒜：1’；：s＆

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　R・Carver

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・

　　　　　　30th　Jun・，1947；．C。n，u，　Bull。tin；n。．15’　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

注記　Originally　published：Canberra：L．　F．　　　　　　　30th　June，1947；v・2

　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Printer，［1949】－11　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：L．　F．

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，［194－］－v，　p．929－1602．

所蔵　AMF－L66（2）5400020300　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

［0022】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

書名 惣㍑蓋蒜撚＝蒜／Righ、所蔵AM早L66（・）54…2・・44

　　　　　　H・n・・abl・th・丑・品u・e・，　by　S・R・Ca・v・・　【0025］

出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publi・ati・n・・書名C。mp，i，ing　Pa，t，　XX．　t。　XXVIII．。f　the

形態1三1・・。61m；35mm　　　＝霊1｝＝艦；：1＝
叢書C・n・u・・fth・C・mm・nw・alth・f　Au・t・砿i・，　　in・t・u・ti・吐・m　th。　Right　H。n。，abl。　th。

　　　　　　30th　June，1947；・Census　Bulletin；no・16　　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

　　　　　　黙「£a跳；：Tu’ati°ncensuspubl’cat’°ns；出版溜；；db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

注記0卿ally　publi・h・d・C・nberra・LF・　形態・micr。丘lm；35　mm

編者

所蔵AMFL66（2）54…2・318　　注記霊瓢㍑蒜。量1：蒜ln；：i
　　　　　　＊一〈1947，Vblume　series＞＿＊　　　　　　　　　　　　Printer，【194－1－1v．（various　pagings）：maps．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

【0023】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

書名　Comprising　paエts　I．　to　XVI．　of　the　detailed　　　　　and　Statistics

　　　　　　tables／prepared　under　instructions　from　the　所蔵　AMF－L66（2）5400020151

　　　　　　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．

　　　　　　Ca・v・・　　　　　　　　　　＊一〈1954，　Vblum・・e・i・・〉一・
出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0026】
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書名　Analysis　of　population　in　Iocal　government　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　areas，　etc．／prepaエed　under　instructions　from　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（3）5400020342

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10029】

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Cross－classi6cations　of　the　characteristics　of

叢書C・n・u・・fth・C・mm・nw・副th。f　Au、t，alia，　　dw・llir9・and　pf　h・u・eh・lders．／P・ep・・ed

　　　　　　30th　Jun・，1954；v．1．N。w　S。uth　Wal。，；pt．　und・・m・t・u・tl・硫・m　th・Rlght　H・n・・abl・

　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Treasurer，　by　S・R・Caエver

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications；　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Commonwealth　Govemment　Printer，［1955］一　叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia・

　　　　　　191P．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1954；v・1・New　South　W瓠es；pt・

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　4
　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

所蔵AMFL66（3）54…2・326　　注記8器＝濫，＝監：；1i、㌶㌍「，

［00271　　　　　　　　　　　　63P・・
書名　Cross．classi6cations　of　the　characteristics　of　編者　Caエver，　S・R・

　　　　　　th・p・pul・ti・n／P・ep。，ed　und。，　in，t，u。ti。n，　　Au・t・ali竺・C・mm・nw・alth　Bu・eau・f　C・n・u・

　　　　　　仕・mth・Right　H。n。・abl。　th。丑。品u，e，，　by　S．　and　St・t・sti・・

　　　　　　R．Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（3）5400020359

出版W・・db・idg・，　C・nn・：R・・ea・ch　Publi・ati・n・，［・・3・］

形態忽・・61m；35mm　　書名：＝：蒜蹴＝蹴1；1・・
叢書　　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　　R．　Carver

　　　　　　；°thJune’1954；肌1°NewS°uthWales；pt’出版㌫db・idg・，C・nn・・Resea・chPubli・ati・n・，

　　　　　　麗「＝溜gulat’°n　census　publ’cat’°ns；形態・mi…61m；35　mm

注記 8霊＝罐＝蒜Ji1窟オ声く｝＝㍑hs蕊二pt
　　　　　　168P・・　　　　　　　　　　Int。mati。nal　p。pulati。n　cen、u，　publi。ati。n、；

編者　Carver・S・R・　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945．1967

　　　　　　㌶蕊lmm°nwea’thBu「eau°fCensus注記ε蹴粘儂職6＝。lth

所蔵　AMF－L66（3）5400020334　　　　　　　　　　　　Government　Printer，［1955］－51　P．．

［・・28］　　　　　　編者隠lliill　6；mm。nw。alth　Bu，eau。fC。n、uS

書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government　　　　　　and　Statistics

　　　　　　areas，　etc・／prepaエed　under　instructions　f「om　所蔵　AMF．L66（3）5400020367

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．

　　　　　　Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lOO31】

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　書名　Analysis　of　population　in　local　governmen

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　areas，　etc，／prepared　under　instructions　f士om

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．

叢書　　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　Cawer

　　　　　　30th　June，1954；v．1．New　South　WaIes；pt．出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（血Publications，

　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

注記　Originally　published：Ca皿berra：A．　J．　Arthur，　　　30th　June，1954；v．2．Victoria；pt．1

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，｛1956】－　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　196p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　Originaly　published：Canberra：A．　J．　Arthur，叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［1955ト　　　　　　30th　June，1954；v．2．Victoria；pt．4

　　　　　　155p．　maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　Australia．　Commonweaユth　Bureau　of　Census　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Govemment　Printer，［1957F

所蔵　AMF－L66（3）5400020375　　　　　　　　　　　　　63　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

【0032】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

書名　　Cross－classifications　of　the　characteristics　of　　　　　　and　Statistics

　　　　　　the　population／prepared　under　instructions　所蔵　AMF－L66（3）5400020409
　　　　　　丘om　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．

　　　　　　R．Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【00351

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Population　and　occupied　dwellings　in　localities

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／prepared　under　instructions　ffom　the　Right

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S・R・Carver

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　30th　Jun・，1954；v．2．Vi。t。，ia；pt．2　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

注記　　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　　30th　June・1954；v・2・Victoria；ptl　5．

　　　　　　C・mm・nw・砿th　G・v・・nm・nt　P・int・・，11957］－　　Int・mat・・nal　p・pul・t・・n　cen・u・publ・cat・・n・；

　　　　　　168p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Canberra：A・J・Arthur，

　　　　　　Australia．　CommonweaJth　Bureau　of　Census　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1955卜
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　p．．

所蔵AM早L66（3）54…2・383　　瀦＝iil：碁；mm。nw。alth　Bu，eau。fC。＿、

10033】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government　　　所蔵　AMF－L66（3）5400020417

　　　　　　欝癬麗蹴慧豊m晋6］Anal＿Pul　ninb，a＿、

出版 ㌫d　｛・R－・hPubl　，　i灘晶＝＝㌫1＝
魏：と蒜麗。3蒜。nw。alth。fAu、t，泣i⇒出版㌫db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・

　　　　　　30th　Ju号e，1954；v・2・Victoria；ptl　3．　　　形態　1micromm；35　mm

注記

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

馨τ41C，＿。1＿i丘，ati。n，。fthech。，a，t。，i，ti，，。f所蔵AMFL66（3）54…2・425

　　　　　　the　chalacteristics　of　dwellings　and　of　　　　　　［0037】

　　　　　　householders／prepared　under　instructions　　書名　Cross．classi丘cations　of　the　chaエacteristics　of

　　　　　　伽mth・Right　H・n・・abl・th・丑・品u・e・・by　S・　th・p・pulati・n／P・ep訂・d　und。，　in，t，u。ti。n、

　　　　　　R・C訂v・・　　　　　　．　　　丘・mth・Right　H・n・・abl。　th。丑。品u，e，，　by　S．

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　R．　Caエver

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1954；v．3．Queensland；pt．2　　　　　　　30th　June，1954；v．4．South　Australia；pt．1

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A．　J・Arthur，注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［1956］－　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，11955F

　　　　　　168p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　95　p．：maps．－Includes　index．

編者　Calver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（3）5400020433　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（4）5400020466

【0038】　　　　　　　　　　　【0041】
書名　Cross－classi6cations　of　the　characteristics　of　書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of

　　　　　　dw・lling・and・f　h・u・eh・lders／P・ep・・ed　　　th・p・pul・ti・n／P・ep・・ed　und・・in・t・u・ti・n・

　　　　　　under　instructions　f士om　the　Right　Honorable　　　　　from　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．

　　　　　　the　Treasurer，　by　S・R・Carver　　　　　　　　　　　　　　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
叢書C・n・u・・fth・C・mm・nw・alth・f　Au・t・alia，　叢書C。n，u，。f　th。　C。mm。nw。瓠th。f　Au，t，ali。，

　　　　　　30th　June・1954；v・3・Queensland；pt・4　　　　　　　30th　June，1954；v．4．South　Australia；pt．2

　　　　　　1nt・mati・n泣P・pul・ti・n　ce耶u・publi・ati・n・；　　Int。，nati。nal　p。pul。ti。n　cen、u，　publi。ati。n，；

　　　　　　Seり，1945－19；7　　　　　　　S・・．1，1945－1967
注記 8＝＝＝＝誌Ji・雛「’注記8＝＝ll三霊蒜；㌶ド
　　　　　　63P・・　　　　　　　　　　164P．．
編者 艦ii［16；mm。nw。althBu，eau。fC。n，u，編者艦liill6；mm。nw。althBu，eau。fC。n，us

　　　　　　and　StatjStics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵AMF－L66（4）54°°°2°441　　　所蔵AMF－L．66（4）54…2・474

穀9】P。pul。ti。nand。ccupi。ddw，lling，inl。，aliti。、1・・42］．　．．

　　　　　　／P，epa，ed　und。，　in、t，u，ti。n，輪m　th・Right酩An・ly・・s・f　dw・lllng・ml・・al．9・v・m…・nt

　　　　　　H。n。，abl。　th。伽品u，e，，　by　S．　R．　C・・v・・　　　a・e品，．et・・／P・ep・・ed　und…n・t・u・t1・n・臼・m

出酬；；db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・・　罐htH°n°「ablethe丑e　「eゆyS’R

裟馨三馴＝麟㌦欝霊：㌻：　bl　’
　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1954；v・4・South　Australia；pt・3

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　International　population　census　publications；

　　　　　　C・mm・n鴨・lth　G・v・mm・nt　P・int・・，119561－　　S…1，1945－1967

　　　　　　35P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　publ拍hed：Canberra：A・J・Arthur・

編者　Caエver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，11955］－

　　　　　　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　g8　P・・

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　編者　Caエver，　S．　R．

所蔵　AMF－L66（4）5400020458　　　　　　　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

lOO401　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L・166（4）5400020482
書名　Analysis　of　population　in　local　government

　　　　　　areas，　etc．／prepared　under　instructions　f士om　lOO43］

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R・　　書名　　Cross－classifications　of　the　characteristics　of

　　　　　　Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepaled

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　under　instruction吐om　the　Right　Honorable
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Treasurer，　by　S．　R．　Caエver
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1954；v・4・South　Australia；pt・4　　　　　30th　June，1954；v．5．Western　Australia；

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　pt．2

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1956］一　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　63p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1956］一

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　162　p．．

　　　　　　Austr典Co㎜onwe舳Bureau　of　Census縮Carver，　S．　R．
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

所蔵　AMFL66（4）5400020490　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

［・・44】　　　　　　　　所蔵AMF－L66（4）54°°°2°524
書名　　Population　and　occupied　dwellings　in　localities　【0047】

　　　　　　／prepaエed　under　instructions　from　the　Right　書名　Analysis　of　dwellings　in　locaユgovernment

　　　　　　H°n°「an1・th・丑・品u・e・，　by　S・R・C拠r・　　　a・e品，・t・．／P・ep。，ed　und。，　in、t，u。ti。n、血。m

出版　Woodbrldge，　Conn・：Research　Publlcatlons，　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Carver

欝と＝麗。3濫。nw。alth。fAu、t，ali叫出版㌫db・idg亀C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

　　　　　　30th　Ju竺・・1954；v4・S・uth　Au・t・そli・ipt・5形態1mi。，。mm；35　mm

湖

編者C・・v・・，S・R　　　　　　注記0，iginally　publi，h。d、　Canberra，A．　J．　A，thu，，

　　　　　　二㌶mm°n　’thBu「eau°fCensus　蹴・nw・althG・v・mm・ntP・int・ち［・955］一

所蔵AMF－L66（4）54°°°2°5°8　　　縮Ca，v。，，　S．　R．

【0045】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia・CommonweaJth　Bureau　of　Census

書名　Analysis　of　population　in　local　government　　　　　and　Statistics

　　　　　　areas，　etc．／prepared　under　instructions　from　所蔵　AMF－L66（4）5400020532

　　　　　　麗慧h田゜n°「ab’e　the丑　u「e「，　by　S・R【・・48】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Cross－classi6cations　of　the　characteristics　of

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepared

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　under　instructions　fbm　the　Right　Honorable

叢書 ㌶＝跳〔＝。蓋＝：；出版麟＝認隠鷺Publi。ati。n，，

　　　　　　　pt．1　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　　1nternational　population　census　publicatio耶；　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　　Ser．1，1945．1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　30th　June，1954；v・5・Western　Australia；

　　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［1955］－　　　　　　pt・4

　　　　　　　10g　P．：maps．－Includes　index．　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　Austraユia．　CommonweaJth　Bureau　of　Census　注記　Originaユly　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1956］一

所蔵　AMF－L－66（4）5400020516　　　　　　　　　　　　　63　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

｛00461　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of　　　　　and　Statistics

　　　　　　　the　population／prepared　under　instructions　所蔵　AMF－L66（4）5400020540
　　　　　　　丘om　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．

　　　　　　　R．Caエver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0049】
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書名　Population　and　occupied　dwellings　in　localities　lOO521

　　　　　　　／prepared　under　instructions　from　the　Right　書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government

　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　　　　　areas，　etc．／prepared　under　instructions　from

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Caエver

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　1977

　　　　　　　30th　June，1954；v．5．Western　Australia；　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　pt．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　30th　June，1954；v．6．Tasmania；pt．3

　　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　　Commonweaユth　Govemment　Printer，［1955］一　注記　Originally　published：Ca皿berra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　　18p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1955］一

編者　Caエver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　70　p．．

　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

所蔵　AMF－L66（4）5400020557　　　　　　　　　　　　and　Statistics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（4）5400020581

｛0050】

書名　Analysis　of　population　in　local　government　　【00531

　　　　　　areas，　etc．／prepared　under　instructions　from　書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepaエed

　　　　　　Caエver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　under　instructions　from　the　Right　Honorable

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　形態　1micromm；35　mm

　　　　　　30th　June，1954；v．6．Tasmania；pt．1　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　30th　June，1954；v．6．Tasmania；pt．4

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　CommonweaJth　Government　Printer，［1955］一　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　67p．：maps．－Includes　index．　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19561一

編者　Caエver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　61　p．．

　　　　　　AustraJia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

所蔵　AMF－L66（4）5400020565　　　　　　　　　　　　and　Statistics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（4）5400020599

［0051】

書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of　　【0054】

　　　　　　the　population／prepared　under　instructions　書名　　Population　and　occupied　dwellings　in　localities

　　　　　　伽mthe　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　　　　／prepared　under　instructions　f士om　the　Right

　　　　　　R．Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm
叢書　Census　of　the　CommonweaJth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1954；v。6．Tasmania；pt．2　　　　　　　30th　June，1954；v．6．Tasmania；pt．5

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，注記　Originaユly　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1956］－　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1955］－

　　　　　　160p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11　p．．

編者　Calver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　and　Stat姪tics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（4）5400020573　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（4）5400020607
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［0055］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Australian　Capital　Territory：dwellings　and

書名　Northern　territory：population／prepaエed　　　　　householders／prepared　under　instructions

　　　　　　under　instructions　from　the　Right　Honorable　　　　　f士om　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．

　　　　　　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　　　　　　　　　　　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

叢書C・n・u・・fth・C・mm・nw・alth・f　Au・t・副i・，　叢書C・n・u・・f　th・C・mm・nw・alth・f　Au，t，alia，

　　　　　　30th　June・1954；v・7・Tbrritories；pt．1　　　　　　　　　　30th　June，1954；v．7．Territories；pt．4

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［1957］－　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19571－

　　　　　　114p．：map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37　p．．

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（4）5400020615　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（5）5400020649

［00561　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛0059］

書名　Northern　territory：dwellings　a皿d　　　　　　書名　External　territories（Papua，　New　Guinea，

　　　　　　householders／prepared　under　instructions　　　　　　　Norfblk　Island　and　Nauru）／prepared　under

　　　　　　from　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　　　　instructions　fTom　the　Right　Honorable　the

　　　　　　R．Carver　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publicatiolls，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1954；v・7・Territories；pt．2　　　　　　　　　　30th　June，1954；v．7．Tbrritories；pt．5

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1957】－　　　　　Commonwealth　Government　Printer，11958］－
　　　　　　36p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　p．．

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonweaユth　Bureau　of　Census
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（5）5400020623　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（5）5400020656

【・・57】　　　　　　　　霊；：；；（1！4＝㍑74°
書名　Australian　Capital　Territory：population／

　　　　　　prepared　under　instructions　fごom　the　Right　　［0060］

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　書名　　Cross－classifications　of　the　chaエacteristics　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　the　population／prepared　under　instructions

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　from　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　R・Carver
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　出版　Woodbridge，　Conn・：ReseaTch　Publications，

　　　　　　30th　June，1954；v．7．］℃rritories；pt．3　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　　30th　June，1954；v・8・Australia；pt．1

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1957］－　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　109p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　Ser．1，1945－1967

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19571－
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　192　p．．

所蔵　AMF－L66（5）5400020631　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

【00581　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics
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所蔵　AMF－L66（5）5400020664　　　　　　　　　編者　Carver，　S．　R．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

｛0061］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

書名　Cross－cla品i6cations　of　the　characteristics　of　　所蔵　AMF－L66（5）5400020698

　　　　　　the　population：race／prepared　under
　　　　　　instructions　f士om　the　Right　Honorable　the　　　lOO64］

　　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　　　　　　　書名　Statistician’s　report／prepared　under

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　instructions　f「om　the　Right　Honorable　the

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　Treasurer，　by　S・R・Carver

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

叢書

　　　　　　S。，．1，1945．1967　　　　　　　　1nt・・nat・・nal　p・pul・t1・n　cen・u・publ・cat・・n・；

注

編者

総曇m…－lth－一編者竃曇m…－lth－u一
所蔵　AMF－L－66（5）5400020672　　　　　　　　　所蔵　AMF，L66（5）5400020706

100621　　　　　　　　　　　10065】
書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of　書名　Australian　lifb　tables，1953－1955／prepared

　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepared　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　under　instructions　from　the　Right　Honorable　　　　　1977

　　　　　　the　Treasurer，　by　S・R・Carver　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1954

形態　1microfnm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　30th　June，1954；v．8．Australia；pt．2　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1958］－

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20　p．．一”Published　under　instructions伽m

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　the　Right　Honorable　the　Trea8urer，　by　S・R・

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1957］－　　　　　　Ca「ve「，，・

　　　　　　76p．．　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Ca伍n，　S．　W．

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　and　Statistics

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（5）5400020714

所蔵AMF－L66（5）54°°°2°68°　　　　　・＿〈・96・，　C。n，u，　Bull。tin＞＿・

【0063】　　　　　　　　　　【0066］
書名　Population　and　occupied　dwellings　in　localities書名　Summary　of　dwellings　fbr　Victoria

　　　　　　／prepared　under　instructions　f沁m　the　Right　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S・R・Carver　　　　　　　　1977

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；．Census　Bulletin；no．17

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　30th　June，1954；v．8．Australia；pt．3　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962F

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　　13　p．．

　　　　　　Commonweaユth　Govemment　Printer，［1956］一　編者　Australia　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　425p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics
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所蔵　AMF－L73（1）5400024781　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

［0067】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

書名　Summary　of　dwellings飴r　New　South　Wales　所蔵　AMF－L－66（6）5400020771

出版 ㌫db「’dge，　C°　：Resea「ch　Pub”cat’°ns，［・・7・｜

形態・mi。，。61m；35　mm　　　　　書名Ana！y・i・・f　dw・Ui呼in　l・・al　g・v・mm・nt…

注記蒜；縦㌫。d、　C。nberra：　出⊇；；db・idg亀C・…・R・・e訂・hPubli・ati・n・・

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962］一　形態　1micro61m；35　mm

編者 撫＝m…－th－一・叢㍗㌃：ll＝＝＃＝
所蔵　AMF－L73（1）540002479g　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　・一〈・96・，Wlum・・e・i・・〉一・　　注記蒜』鑑霊；h。d、　C。nberra、A．　J．　A，thu，，

【・・68］　　　　　　　　　　C°mm°nw・alth　G・v・mm・nt　P・int・・，［1964］一

書名

　　　　　　蒜霊。三1ght　H°n°「ablethe』u「e「，　by　K・所蔵AMF－L－66（6）54…2・789

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［00711

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Cross－classi丘cations　of　the　chaエacteristics　of

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepared

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　under　instructions　fごom　the　Right　Honorable

　　　　　　30th　June，1961；v．1．New　South　Wales；pt．　　　the　Treasurer，　by　K・M・Archer

　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　　1977

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1963】－　　　　　30th　June，1961；v・1・New　South　Wales；pt・

　　　　　　121P．：maps．－Includes　indexes．　　　　　　　　　　4

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　｛md　Statistics　　　　　　　　　　　　　　注記　OriginaUy　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

所蔵　AMF－L－66（6）5400020763　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer・［1964F
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　74P．．

【006gl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K・M・

書名　Cross．classi丘cations　of　the　characteristics　of　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　th・p・pulati・n／P・ep・・ed　und・・in，t，u，ti。n，　　and　St・ti・tics

　　　　　　from　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K．所蔵　AM早L－66（6）5400020797

　　　　　　M．Archer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0072】

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　書名　Population　and　dwellings　in　localities／

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　P・ep訂・d　und・・in・t・u・ti・n，血。m　th。　Right
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Honorable　the　Trea8urer，　by　K．　M．　Archer

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　30th　June，1961；v．1．New　South　Wales；pt．　　　1977

　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm
　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　　Cellsus　of　the　Commonwealth　of　Australia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　り
　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；v．1．New　South　Wales；pt．

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　　5

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，【1965］－　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　266p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1963】－　　　　　　30th　June，1961；v．2．Victoria；pt．3

　　　　　　66P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962］一

所蔵　AMF－L66（6）5400020805　　　　　　　　　　　　　88　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

100731　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

書名　　Analysis　of　population　in　local　government　　　　　　and　Statistics

　　　　　　areas　and　in　non－municipal　towns　of　1，　SOO　　所蔵　AMF－L66（6）5400020839

　　　　　　persons　or　more／prepared　under　instructions
　　　　　　丘・mth・Right　H・n・・abl・th・丑・a・u・e・，　by　K．［0076］

　　　　　　M．Archer　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　dwellings　and　of　householders／prepared

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　under　instructions　f士om　the　Right　Honorable

　　　　　　S。，．1，1945．1967　　　　　　叢書C・n・u・・fth・C・mm・nw・瓠th・f　Au・t・ali・，

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　30th　Ju号e・1961；v・3・Victoria；pt：4．

　　　　　　C。mm。nw。alth　G。v。mm。nt　P，int。・，［1963］－　　Int・・nat・・nal　p・pul・tl・n・en・u・publ・cat1・ns；

　　　　　　97P．、m。p，．－In，lud。，　ind。x。，．　　　　S…1，1945－1967

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　注記　OriginaJly　published：Canberra　l　A・J・Arthur，
　　　　　　Au，t，。lia．　C。mm。nw。alth　Bu，eau。f　C。n，u、　　C・mm・nw・alth　G・v・・nm・nt　Prlnt・・，　S1964］－

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　60　p．．

所蔵AMF－L－66（6）54…2・813　　　瀦会隠ii霊mm。nw。alth　Bu，e。u。fC。n，u，

［0074】　　　　　　　　　　　　and　St・ti・ti・・
書名　Cross．classi6cations　of　the　characteristics　of　所蔵　AMF－L66（6）5400020847

　　　　　　th・p・pul・ti・n／P・ep・・ed　und・・in・t「ucti°ns［・・77】

出版耀㌔ご：ご蕊書名竃灘灘曝麟鷲
　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Resear（血PubIications，

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia・　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　30th　Ju竺e，1961；v・2・Victoria；ptl　2．　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Int・mat・・nal　p・pul・t・・n　ce耶u・publ・cat・・n・；　　30th　Jun。，1961；v．2．Vi，t。，i。；pt．5

　　　　　　S…1，1945－1967　　　　　　　　1nt。，nati。nal　p。pul。ti。n，en，u、　publi。ati。n，；

注記　Originally　published：Canberra：A・J・Arthur，　　　Ser．1，1945．1967

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［1965］一　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　252P・・　　　　　　　　　　C・mm・nw・alth　G・v・・nm・nt　P・int・・，［1963］一
編者　Archer・K・M・　　　　　　　　　　　　　　　　　52　P．．
　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

所蔵　AMF－L66（6）5400020821　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（6）5400020854

［00751

書名　　Anaユysis　of　dwellings　in　local　government　areas　｛0078】

　　　　　　and　in　non－municipal　towns　of　1，　SOO　persons　書名　AnaJysis　of　population　in　local　government

　　　　　　or　more／prepared　under　instructions丘om　　　　　　areas　and　in　non－municipal　towns　of　1，　SOO

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K・M・　　　　persons　or　more／prepared　under　instructions

　　　　　　Archer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　fξom　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K．

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　M．　Archer

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　1977

　　　　　　30th　June，1961；v．3．Queensland；pt．1　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；v．3・Queensland；pt・4

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19631－　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　99p．：maps．－Includes　indexes．　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，　S1964］－

　　　　　　Australia．　Co㎜onwealth　Bureau　of　Census　　70　P．．

　　　　　　㎜dStatistics　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

所蔵　AMF－L66（6）5400020862　　　　　　　　　　　　Australia・Commorrwealth　Bureau　of　Ce鵬us
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

［00791　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（7）5400020888
書名　Cross－classifications　of　the　characteristics　of
　　　　　　th。　p。pul。ti。n／P，ep。・ed　und・・in・t・u・ti・n・［00821　　　　　　．．
　　　　　　丘om　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K．書名　　Population　and　dwellings　in　localltles／

　　　　　　M．Archer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prepared　under　instructions　from　the　Right

出版 6；；db・idgらC・…・R・・e㎝・hPubli・ati・n・，出版蕊㍑；畿ぽ蹴器b念蒜，，

編者
竃鑑…－lth＿u＿，編者麗：：：hG　tP　｛1963丁

　　　　　　　・nd　Stati・tics　　　　　　盤t畿t呈lmm°nwe副th　Bu「eau°fCe　

所蔵AMF－L66（6）54°°°2°87°　　　所蔵AMF．L66（7）54…2・9・4

［°°801　　　　　　　　　［・0831
書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government　areas書名　Analysis　of　population　in　local　government

　　　　　　　and　in・n－muni・ip砿t・wn・・f　1，　SOO　pers・n・　　a，ea，　and　in　n。n．muni，ipal　t・wn・・f　1，　SOO

　　　　　　　・・m・・e／P・ep証・d　und・・in・t・u・ti・n・丘・m　　pers・n…m・・e／P・ep・・ed　und・・in・t・u・ti・n・

　　　　　　　th・Right　H・n・・abl・th・T・ea・u・e・，　by　K　M・　　仕。m　th。　Right　H。n・・abl・th・吐・卵u・e・，　by　K．

　　　　　　　Archer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．　Archer

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　　30th　June，1961；v・3・Queensland；pt・3　　　　　　　30th　June，1961；v．4．South　Australia；pt．1

　　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A・J・Arthur，注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　　C・mm・nw・副th　G・v・mm・nt　P・int・・，｛1962F　　C・mm・nw・alth　G・v・mm・nt　P・int・・，［1963］－

　　　　　　　94P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52　P．：maps．－Includes　indexes．

編者　Archer，　K・M・　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L－66（7）5400020896　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（7）5400020912

【0081］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0084】

書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of　　書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of

　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepaエed　　　　　　　　　the　population／prepaled　under　instructions

　　　　　　under　instructions　from　the　Right　Honorable　　　　　from　theRight　Honorable　the　Trea8urer，　by　K

　　　　　　the　Treasurer，　by　K．　M．　Archer　　　　　　　　　　M．　Ardler
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Population　and　dwellings　in　localities／

　　　　　　1977．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prepared　under　instructions　from　the　Right

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　K　M．　Archer

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　30th　June，1961；v．4．South　Australia；pt．2　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

注記0，iginally　publi，h。d、　Canberra，A．　J．　A・thu・，　30th　Jun・，1961；v・4・S・uth　Aust「訓ia；pt・5

　　　　　　C。mm。nw。alth　G。v。mm。nt　P，int。・，［1964］－　　Int・・nati・n・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati°ns；

　　　　　　247P．．　　　　　　　　　　S…1，1945－1967
編者 ㌶lii至・㌫mm。nw。althBu，eau。fC。n、u，注記8＝；＝＝蒜；li・謬ち

　　　　　　and　Stat姪tics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28　p．．

所蔵AMFL66（7）54…2・92・　　　縮会畿ii：・蕊mm。nw。alth　Bu，e。u。fC。n，u，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

lOO851
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（7）5400020953

書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government　areas

　　　　　　and　in　non－municipal　towns　of　1，　SOO　persons　lOO881

　　　　　　0r　more／prepared　under　instructions　from　　　書名　　Analysis　of　population　in　local　government

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K・M・　　　　areas　and　in　non－municipal　towns　of　1，　SOO

　　　　　　Archer　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　persons　or　more／prepared　under　instructions

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　宜om　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．Archer

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　1977

　　　　　　30th　June，1961；v．4．South　Australia；pt．3形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；v．5．Western　Australia；

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　pt・1
　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962］－　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　83p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SeL　I，1945－1967

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra　l　A・J・Arthur・

　　　　　　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Commonwealth　Government　Prlnter，［1962］－

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75　p．：maps．－Includes　indexes．

所蔵AMF↓66（7）54…2・938　　　縮会麗ii：・器mm。nwealth　Bu，eau。fC。n，us

［00861　　　　　　　　　　　　皿dSt・ti・ti・・
書名　Cross．classi6cations　of　the　characteristics　of　所蔵　AMF－L66（7）5400020961

　　　　　　　＝驚蒜＝麟鑑llabl・晋9］C，。＿丘，ati。n，。fthech。，a。t。，i，ti。、。f

　　　　　　　th・T・e品u・e・，　by　K・M・A「che「　　　　th。　p。pul。ti。n／P，epa・ed　und・・in・t・u・ti・n・

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　丘om　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K．

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．Archer

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　1g77

　　　　　　　30th　June，1961；v・4・South　Australia；pt・4形態　1micromm；35　mm

　　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；v．5．Western　Australia；

注記　　Originally　published：Canberra：A・J・Arthur，　　　　pt．2

　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，　S　1964］－　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　72p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1964］－

　　　　　　　and　Stat拍tics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223　p．．

所蔵　AMF－L66（7）5400020946　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

【0087】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a皿dStatistics
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所蔵　AMF－L66（7）5400020979　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962］－

10090】　　　　』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　24p．．

書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government　areas編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　and　in　non－municipal　towns　of　1，　SOO　persons　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　or　more／prepared　under　instructions伽m　　　　　　and　Statistics

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer・by　K　M・　所蔵　AMF－L66（7）5400021001
　　　　　　Archer

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［00931

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Analysis　of　population　in　local　government

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　areas　and　in　non－municipal　towns　of　750

蛙C。n，u，。f　th。　C。mm。nw。alth。f　Au、t，alia，　　pers・n・÷・・e／P・ep・・ed　und・・in・t・u・ti・n・

　　　　　　30th　Jun。，1961；。．5．W，，t。m　Au，t，alia；　　伽m　th・Rlght　H・n・・abl・th・丑easu・e・・by　K・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M．Archer
　　　　　　pt．3

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publicati皿s・

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　C・mm・nw・瓠th　G・v・・nm・nt　P・int・・，［1962F蛙C・n・u・・f　th・C・mm・nwealth・f　Au・t・alia，

　　　　　　84P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；v・6・Tasmania；pt・1

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A・J・Arthur，

所蔵AMFL66（7）54…2・987　　　＝°麗t至＝愁蕊te「，［1962］－

100911　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

書名　　Cross．cla8si丘cations　of　the　characteristics　of　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　dw。lling，　and。f　h。u，eh。lders／P，epa，ed　　　and　St・ti・ti・・

　　　　　　under　instructions　fTom　the　Right　Honorable　所蔵　AMF－L66（7）5400021019

出⇒㌶蒜・櫟Publ－・寳τ41＿i＿n、。ft＿t。，＿。f

形態・mi…丘lm；35　mm　　　　監＝藍齪：：瓢＝篇蒜：1織．
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　M．　Archer

　　　　　　　30th　June，1961；v・5・Western　Australia；　出版　Wbodbridge，　Conn．：Resealch　Publications，
　　　　　　pt．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注

　　　　　　　76P・・　　　　　　　　　　S。，．1，1945．1967
編者　Archer・．K・M・　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　　㌶撚mm°nwe瓠thBu「eau°fCensus　蹴・nw・a’thG・v・mm・ntP・int・ち［19641一

所蔵　AMF－L66（7）5400020995　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
｛0092】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

書名　Population　and　dwellings　in　localities／　　　・所蔵　AMF．L66（8）5400021027

　　　　　　　prepared　under　instructions　from　the　Right

　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　K　M・Archer　　［00951

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　書名　Analysis　of　dwellings　in　local　government　areas

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　in　non－municipal　towns　of　750　persons　or

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　more／prepared　under　instructions　f士om　the

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K　M・

　　　　　　　30th　June，1961；v．5．Western　Australia；　　　　　Archer

　　　　　　　pt．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　1977

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
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叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1961；v．6．Tasmania；pt．3　　　　　　　30th　June，1961；v．7．Territories；pt．1

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962］－　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1964】－

　　　　　　43p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　188　p．：map．

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　and　Statjkハtics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMFL－66（8）5400021035　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（8）5400021068

100961　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00991

書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of　書名　Northern　Territory：dwellings　and　households

　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepared　　　　　　　／prepared　under　instructions　fごom　the　Right

　　　　　　under　instructions　f士om　the　Right　Honorable　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　K．　M．　Archer

　　　　　　the　Treasurer，　by　K　M・Archer　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　30th　June，1961；v．7．Tbrritories；pt．2

　　　　　　30th　June，1961；v．6．Tasmania；pt．4　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　Commonwealth　Government　Printer，［1964F

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，｛1964】－　　　　　　70　p．．

　　　　　　64p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　and　Statistics

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（8）5400021076

所蔵　AMF－L－66（8）5400021043
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0100］

【0097】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Australian　Capital　Territory：population／

書名　Population　and　dwellings　in　localities／　　　　　　　prepaエed　under　instructions　from　the　Right

　　　　　　prepared　under　instructions　from　the　Right　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　K．　M．　Archer

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　K・M・Archer　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　30th　June，1961；v．7．Territories；pt．3

　　　　　　30th　June，1961；v．6．Tasmania；pt．5　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications；　　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　pub廊hed：Canberra：A．　J．　Arthur，

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　Commonwealth　Government　Printer，［1964］－

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962］－　　　　　　182　p．．

　　　　　　14p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　and　Statistics

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（8）5400021084

所蔵　AMF－L66（8）5400021050
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10101】

｛0098］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Australian　Capital　Territory：dwellings　and

書名　　Northern　Tbrritory：population／prepared　　　　　　households／prepared　under　instructions　ftom

　　　　　　under　instructions　from　the　Right　Honorable　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　I（．　M．

　　　　　　the　Treasurer，　by　K．　M．　Archer　　　　　　　　　　　Archer

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Resear（血Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro田m；35　mm



269

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　30th　June，1961；v．7．Territories；pt．4　　　　　　　　　　1977

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　1micromm；35　mm

注記蒜＝1；。d、　Canberra－，thuら叢書＝＝1〔1瓢麟漂
　　　　　　C・mm・n蹴lth　G・v・mm・nt　P・int…［1964］－　　Int・m・ti・nal　p・pul・ti・n，en，u、　publi。ati。n，；

　　　　　　58p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

瀦A・ch…．K・M・　　　　　　注記0・igin訓ly　publi，h。d、　Canberra、A．　J．　A，thu，，
　　　　　　㌶麟mm°nwe砿thBu「eau°fCensus　際竺一w・althG・v・・一・ntP・int・ら｛・965］一

所蔵　AMF－L66（8）5400021092　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　R．

10102】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

書名　External　territories（Papua，　New　Guinea，　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Nauru，　Norfblk　Island，　Christmas　Island　and　所蔵　AMF－L・－66（8）5400021126

　　　　　　2蕊鵠蒜d盆鑑霊蒜［…5】
　　　　　　Treasurer，　by　K．　M．　Archer　　　　　　　　書名　Population　and　dwellings　in　localities／

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　P「epared　under　instructions丘om　the　Right
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　K．　R．　Archer

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

糖C・n・u・・fth・C・mm・nw・alth。f　Au，t，alia，　　1977
　　　　　　30th　June，1961；v．7．Territories；pt．5　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；v．8．Australia；pt．3

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　CommonweaJth　Government　Printer，［19641－　　　　　　Ser・1・1945－1967

　　　　　　5g　P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originaユly　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19631－
　　　　　　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　　204　P．．

　　　　　　｛md　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　R．

所蔵　AMF－L73（1）5400024757　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　AMF－L66（8）　5400021100　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　AMF－L－68　5400022678　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（8）5400021134

【0103】　　　　　　　　　　【0106】
書名C・・ss－clお・i丘・ati・n・・f　th・・ha・a・t・・i・tics・f酩Stat誌ti。i。n，s　rep。，t／P，ep。，ed　under

　　　　　　the　p・pula｝i・n／P・epa・ed　und・・in・t・u・ti・n・　　in・t・u・ti・己。m　th。　Right　H。n。，abl。　the

出版羅i慧ご：ご蕊出版輸㌶：麗㎞一一，
肇警竃監6蒜＿鋤㎡㎞ぬ1．　霊響；愁認蒜＿輌、…1城

　　　　　　㌶・n刷thG・…m・ntP・int・ら［1965］一’：＝e霊㌃vemmentP「inteら［1967］一

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，．K・R・

　　　　　　Au，t，品i。．　C。mm。nw。訓th　Bu，eau。f　C。n，u，　　Au・t・al・a・C・mm・nw・訓th　Bu・eau・f　C・n・u・

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（8）5400021118　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（9）5400021142

10104】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0107】

書名　Cross－classi丘cations　of　the　characteristics　of　書名　Australian　life　tables，1960－1962／prepaエed

　　　　　　dwellings　and　of　householders／prepared　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　under　instructions　f士om　the　Right　Honorable　　　　　1977

　　　　　　the　Treasurer，　by　K．　R．　Archer　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm
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叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　30th　June，1961　　　　　　　，　　　　　　　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　Printer，［1968］－11　p．．

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

注記　Originally　published：’Canberra：A．　J．　Arthur，　　　and　Statistics

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1966？］一　所蔵　AMF－L－66（10）5400021316

　　　　　　25p．．一”Published　under　instructions　fわm

　　　　　　the　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　K．　M．　10111】

　　　　　　Archer”．　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Population：by　industry　and　age

編者　Ca伍n，　S．　W．　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　1977

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

所蔵　AMF－L66（9）5400021159　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　・一〈1966・C・n・u・Bull・tin＞一・　　　鷺認：：聯。二三ensus　Bul’etin；n°’1’

【01081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

書名　Summary　of　population　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，［1968卜17　p．．

叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．1．　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　New　South　Wales；1　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（10）5400021324
　　　　　　1nternational　population　census　publications；
　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0112］

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　書名　Overseas　born　population：by　birthplace　and

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1967】－　　　　　　nationality

　　　　　　25p．：map．　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　1977

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

所蔵　AMF－L66（10）5400021290　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

馨碧glSumma，y。fdw。lling、　　竃i騰濫ご三i∴1；
出版　Woodbridge・Conn・：Reseaエch　Publications，　　　　Ser．1，1945．1967

形態：三1。，。61m；35mm　　　注記8：隠÷16。謡麗麟：1蒜。n、

叢書 ㌶＝ll鑑＝1蒜器漂．編者蕊霊1＝。althBu，eau。fC。n，us
　　　　　　New　South　Wales；2　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（10）5400021332
　　　　　　Ser，1，1945－1967

注記　Caption　title・－Originally　published：　　　　［0113］

　　　　　　＝1・鋼；°：畔hG°vemment書名＝ti・n・byindu・tWand・ccupati・n品

編者 ㌶1蕊mm°nwealthBu「eau°fCensus出版㌫db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

所蔵　AMF－L66（10）5400021308　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

【01101　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，

書名　Population：by　age　and　marital　status　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．1．

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　New　South　Wales；6
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

形態　　1micro丘1m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　注記　Caption　title・－Originally　published：

　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．1．　　　　　Canberra：Commonwealth　Government

　　　　　　New　South　Wales；3　　　　　　　　　　　　　　　Printer，11968］－20　P・・

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications；編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics
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所蔵　AMF－L66（10）5400021340　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

；24］＿』、bym＿1＿翻叢書 ≧｝＝＝1蕊：！’；
　　　　　　・ccupat・・n訓・t・tu・　　　　　　　　Int・mati・nal　p。pulati。n　cen、u，　publi。ati。n、；

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　Ser．1，1945．1967

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1969］一

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　17　P．．

　　　　　　30th　June・1966；・Census　Bulletin；no・1・　編者　Australia．　Commonwe｛dth　Bureau　of　Census

　　　　　　New　South　W創es；7　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　麗「la霊癬u’at’°n　census　pub”cat’　；所蔵AM早L66（1・）54…2・381

注記　Caption　title・－Originally　published：　　　　101181

　　　　　　Canberra：Commonweaユth　Government　　　書名　Population：by　age　and　marital　status
　　　　　　Printer，11968］－10　P・・　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

編者　Austraユia・Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　1977

所蔵＝蒜54…2・357　霊馨＝：麗。3：温。＿alth。fAu、t，ali隅

10115］　　　　　　　　　　　　3gth　J｝n・・1966；・C・n・u・Bull・tin；n・・2・
書名 隠lati・nanddw・lling・inl・・砿9・v・mm・nt　蒜蒜i：：。lp。pul。ti。ncen，u，publi。ati。n、；

出版 ㌫db・id《E・R・・e訂・hPubli・ati・n・，注記蒜；漂㌫。d、　Canberra：

　　　　　　International　population　census　publications；　所蔵　AMF－L66（10）5400021399

注記蒜；漂1；h。d、　C。nb。＿．　［…9］

　　　　　　瓢・麗hG・…m・ntP・㍍t・ら［・96gl一麓鴇跳㍑ぽs霊蒜ubli。ati。n，，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
編者　Austraユia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

所蔵　AMF－L66（10）5400021365　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．2．

【0116］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Victoria；4

書名　Summary　of　population　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ser・1・1945－1967

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1968］一

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Austraユia，　　　　　17　P・・

　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．2．　編者　Australia・CommonweaJth　Bureau　of　Census

　　　　　　Victoria；1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　International　population　census　publications；　所蔵　AMF－L66（10）5400021407

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　【0120】

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［19671一　書名　Overseas　born　population：by　birthplace　and

　　　　　　26P．：map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　nationality

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，
　　　　　　a皿dStatistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L66（10）5400021373　　　　　　　　・形態　　1　micromm；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

［0117】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．2．

書名　Summary　of　dwellings　　　　　　　　　　　　　　Victoria；5

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021449
　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1968］－7
　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0124】

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　書名　Summary　of　population

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMFL66（10）5400021415　　　　　　　　　　　　1977

馨2・IP。pul。ti。n，byindu，t，yand。ccup。ti。nal霊馨：隠瓢。3：蒜。nw。訓th。fAu，t，ali隅

　　　　　　status　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletln；no．3．

出版
瓢：；db・idgqC・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，　麗e：：麗：｛；。pul。ti。ncen，u、publi。ati。n，；

形態1mi，，。61m；35　mm　　　　　　　Se「・1，1945－1967

蛙 ＝IT；＝＝蒜1：1｝i；．注記8＝＝蒜霊鑑t，ち［1967］－

　　　　　　Vi，t。，i。；6　　　　　　　　　26　P・・map・
　　　　　　International　population　census　publications；　編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

注記　Caption　title．－Originally　published：　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021456

　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　P・int・・，［1968］－20　P．．　　　　　　【0125】

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　書名　Summary　of　dwellings

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L－66（10）5400021423　　　　　　　　　　　　1g77

　　　　　　S。，．1，1945．1967　　　　　　　　孤dStatlsti・・
注記　Caption　title．－Originally　published：　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021464

　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　P・int・・，［19681－10　P．．　　　　　［0126】

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　書名　Population：by　age　and　marital　status

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L－66（10）5400021431　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

寳231p。pulati。＿ddW。lling，inl。・alg。v。mm。nt描＝ll｝；謬＝蹴1慧．

　　　　　　a「eas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Queensland

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

形態1mi…61m；35　mm　　　　．　注記C。pti。n　titl。．
叢書 ⊇｝＝＝1蒜；膓・r＝m－n－lthB－u㎡G－
　　　　　　International　population　census　publications；　所蔵　AMF－L66（10）5400021472

注記蒜』認灘h。d、　C皿berra：　［・・27】

　　　　　　Co㎜onwe舳Government　Printer，11969］一書名Population：by　indust脚d　age

　　　　　　3g　P．：maps．　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　1977

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm
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叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．3．　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　Queensland；4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printer，11968］－10　P．．

　　　　　　International　population　census　publications；　編者　Australia．　Commonweaユth　Bureau　of　Census

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

注記　Caption　title・－Originally　published：　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021514

　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　Printer，11968］－17　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　10131】

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　書名　Population　and　dwellings　in　local　government

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　area8

所蔵　AMF－L66（10）5400021480　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

【0128】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm；35　mm
書名　Ov『rse竺born　population：by　birthplace　and　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　natlonallty　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．3．

出版　Woodbridge，　Conn・：Resea「ch　Publications，　　　　Queensland；8
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　AustraMa，　　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　30th　J皿e，1966；・Census　Bulletin；no・3・　　Co㎜onwealth　Government　Printer，［19681－

　　　　　　Queensland；5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　38　P．：maps．

　　　　　　International　population　census　publications；　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

注記 8＝繊罐：1，＝「鑑t。，，［、968］－7所蔵A肌66（・・）54…21522

　　　　　　P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　101321

編者　Australia・Commonweaユth　Bureau　of　Census　書名　Summary　of　population

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L66（10）5400021498　　　　　　　　　　　　1977

馨薯91 麟t㎞・by－d－1霊響竃議運＝罐．
出版 ㌫d　｛・　h　’　・麗竃麟t－・Spubl－・・；
形態1m・c・・丘lm；35　mm　　　．　注記0，輌創ly　publi、h。d、　Canb。，，a：
叢書

注記鵠認慧も，i幽allypubli、h。d：　所蔵AMFL66（1・）54…2・53・

　　　　　　Canberra・C・mm・nw・砿th　G・v・・nm・nt　［01331

　　　　　　P・int・・，［1968］－20　P・・　　　　　書名Summ訂y。f　dw。lli噸

編者 ㌶跳mm°nwe訓thBu「eau°fCensus出版㌫db・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati－・，

所蔵AMF－L66（1°）54°00215°6　　　形態・mi。，。丘lm；35　mm

lO13q　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

書名　　Population：by　marital　status，　age　and　　　　　　　　30th　June，1966；・Census　Bulletin；no・4・

　　　　　　occupationaユstatus　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　South　Australia；2

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

讐＝盟。3蒜。nw。alth。fAu，t，ali隅注記8＝＝＝鑑lnt。ら［・96gl－

　　　　　　　30th　J皿。，1966；．C。n、u、　Bull。tin；n。．3．　　17　P・・

　　　　　　　Queensland；7　　　　　　　　　　　　　　編者　Australia・Commo㎜7ealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021548
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［01341　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

書名　Population：by　age　and　marital　status　　　　　　　30th　June，1966；・Census　Bulletin；no・4・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　South　Australia；6
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser・1・1945－1967

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　書名　Population：by　marital　status，　age　a皿d

　　　　　　and　Statlbtics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　occupational　status

所蔵　AMF－L66（10）5400021555　　　　　　　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

10135】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1microfilm；35　mm
書名　Population：by　industry　and　age　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　30th　June，1966；・Census　Bulletin；no・4・
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　South　Austraユia；7

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　注記　Caption　title・－Originaユly　published：

　　　　　　30th　Jun。，1966；．C。n，u，　Bull。tin；n・．4．　　C・nberra・C・mm・nw・副th　G・v・・nm・nt

　　　　　　S。uth　Au、t，alia；3　　　　　　　　P・int・・，［1968］－20　P・・

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications；　編者　Australia　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

注記　Caption　title．－Originally　published：　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021589

　　　　　　Canberra：Commonweaユth　Government
　　　　　　P・int・・，［1968F　l1　P．，　　　　　【01381

叢書 Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　　Ser・1，1945－1967

30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．4．　注記　Caption　title・－Originally　published：

South　Australia；4　　　　　　　　　　　　　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
Int・mati・n瓠P・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；　　P・int・・，11968］－10　P・・

Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

注記　Caption　title．－Originally　published：　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Canberra：Commonweaユth　Government　　　所蔵　AMF－L66（10）54000215g7
　　　　　　Printer，［19681－17　p．．

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　［0139】

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　書名　Population　and　dwellings　in　local　government

所蔵　AMF－L－66（10）5400021563　　　　　　　　　　　　a「eas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

［01361　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

書名　Overseas　born　population：by　birthplace　and　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　nationaユity　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　the　CommonweaJth　of　Australia，

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．4．
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　South　Australia；8

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

叢書　　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．4．　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　South　Australia；5　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，11968］－

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　26　p．：maps．

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1968］－7所蔵　AMF－L66（10）5400021605

　　　　　　P・・

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　［0140】

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　書名　Summary　of　population

所蔵　AMFL66（10）5400021571　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

【0137】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm
書名　Population：by　industry　and　occupationa1　　叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，

　　　　　　status　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．5．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Western　Australia；1
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　書名　Overseas　born　population：by　birthplace　and

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，11967F　　　　　　nationality

　　　　　　26P・：map・　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

編者　Australia．　Commonweaユth　Bureau　of　Census　　　　　1977

　　　　　　｛md　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

所蔵　AMF－L66（10）5400021613　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

；21】Sum皿y＿llin堅　　翼耀慧二二1；
出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，　　　　Ser．1，1945．1967

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，119681－7

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　P・・

　　　　　　30th　June，1966；・Census　Bulletin；no・5・　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Western　Australia；2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　麗「la霊：癬ulat’°n　census　pub’icat’°ns；所蔵AM早L66（・・）54…2・654

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　［0145】

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer・［1969］一　書名　Population：by　industry　and　occupationaユ

　　　　　　17P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　status

編者　Australi竺・Commonwealth　Bureau　of　Census　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　and　Statlstlcs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L66（11）5400021621　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　麗・量・；蒜8Tui・ti・ncen・u・publi・ati－；編者濫霊；蕊mm°nWe⌒eau°fCe田us

注記　Caption　title．＿Originally　published：　　　　所蔵　AMFL－66（11）5400021662

編者

所蔵AMFL66（・・）54…2・639　　出版認；；db「idge，　C°nn・：Rese　h　Pub’icat’°ns・

［0143】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm；35　mm

酩Population：by　ind田try　and　age　　　蛙Census　of　the　Co㎜onwealth　of　Australia，
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　30th　June，1966；・Census　Bulletin；no・5・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Western　Australia；7

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

叢書C。n，u，。f　th。　C。mm。nw。alth。f　Au，t，訓ia，　　S…1・1945－1967

　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．5．　注記　Caption　title・－Originally　published：

　　　　　　Western　Austr｛dia；4　　　　　　　　　　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　Int・・nati・nal　p。pulati。n　cen、u、　publi，ati。n，；　　P・int・・，［1968］－10　P・・

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

注記　Caption　title．－Originally　published：　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government　　　所蔵　AMF－L66（11）5400021670
　　　　　　Printer，［1968］－17　p．．

編者　Austr瓠ia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　［0147】

　　　　　　｛md　Statistics　　　　　　　　　　　　　　書名　Population　and　dwellings　in　local　government

所蔵　AM早L66（11）5400021647　　　　　　　　　　　　a「eas
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

【01441　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　and　Statistics

　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．5．　所蔵　AMF－L－66（11）5400021712

　　　　　　　Western　Australia；8

　　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　｛0151】

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　書名　Population：by　industry　and　age

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，【19681－　　　　　　1977

　　　　　　　26p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．6．

所蔵　AMF－L66（11）5400021688　　　　　　　　　　　　Tasmania；4

肇⊇罐＝＿h＿編者灘竃＝lth－u－・
　　　　　　艦盤；P66；’Census　Bul’et’n；　6・所蔵AMFL66（・・）54…2・72・

　　　　　　Intemati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；［0152］

注記鑑縦1；・d、Canberral　書⊇＝・・np・pul・ti・n・bybi・thplaceand

編者

所蔵AMFL66（・1）54…2・696　　叢書＝ぽ｝；ぽ＝鋼1蒜！’2．

1014gl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tasmania；5

書名　Summary　of　dwellings　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，｛1968］－7

叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，　　　　　P”
　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．　　　編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　InternationaJ　population　census　publications；　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（11）5400021738

注記　Originally　published：Ca皿berra：
　　　　　　C・mm・nw・訓th　G・v・mm・nt　P・int・・，［・969］一【°1531

　　　　　　17P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Population：by　industry　and　occupational

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　status

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L66（11）5400021704　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm
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形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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　　　　　　occupatlonal　status　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．7．
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　　　　　　areas　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Northern　Territory；3

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　注記　Caption　title．－Originally　published：
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　　　　　　Tasmania；8　　　　　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　Ser・1・1945－1967　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（11）5400021795
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　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

所蔵　AMF－L66（11）5400021761　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

2砦6］＿－y＿＿　　叢書≧竃璽＝1罐’；・
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　注記　Caption　title．－Originally　published：

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．7．　　　　　　　Printer，［1968］－17　p．．

　　　　　　Northern］℃rritory；1　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　and　Statistics

注記蒜認灘h。d、　C。nb。＿：　所蔵AMFL66（1・）54…218・3

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1967F　　lO160］

　　　　　　26P・：map・　　　　　　　　　　　　　　　書名　Overseas　born　population：by　birthplace　and

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　nationality
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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書名　　Summary　of　dwellings　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Census　Bulletin；no．9．
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出版W・・db・・dg・，　C°nn・：Rese訂ch　Publlcat1°ns，注記0，iginally　publi，h。d、　Canberra、［、．n．］，［・966］一

裟馨⊇（＝＿h＿＿⇒i燃㌫m－－lth－u－
　　　　　　i°th　June，1966；’F’e’d　c°unt　statement；n°’所蔵AMF－L－66（・・）54…212・9

所蔵A－6（・・）54…2・175　　欝＝霊。3：蒜。nw。alth。fAu，t，ali叫

［0182］　　　　　　　　　　　　　30th　Jun・，1966；・Fi・ld・・unt・tat・m・nt；n・・
書名　Population：Nauru，　Norfblk　Island，　Christmas　　　　5
　　　　　　1，1皿dand　C・…（Keeling）1・la螂　　　　　Int・m・ti・n・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ser・1，1945’1967

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Caption　title・－Originally　published：

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Canberra：［s・n・］・［1966］－3P・：map・

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　30th　June，1966；．Field　count　statement；no．　　　　and　Statistics

　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMFL－66（10）5400021217

　　　　　　　1nternational　population　census　publications；
　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0186］

注記　Caption　title．－Originally　published：　　　　書名　Population：local　government　areas　and

　　　　　　　Canberra：［s．n．1，［1966ト1P．．　　　　　　　　　　　urban　centres・New　South　W砿es

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　出版　Woodbridge，　Conn・：ReseaTch　Publications・
　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L66（10）5400021183　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm
　　　　　　　AMF－L68　5400022686　　　　　　　　　　叢書　　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Field　count　statement；no．

［01831　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6
書名　　Population：states　and　territories　of　Australia　　　　　International　population　census　publications；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canbena：［s．n．］，［1966］一

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　29　p．：maps．

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　30th　June，1966；．Field　count　statement；no．　　　　and　Statistics

　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021225
　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10187】

注記　Caption　title・－Originally　published：　　　　書名　Population：local　government　areas　and
　　　　　　　Canberra：［s．n．］，【1966］－1P．．　　　　　　　　　　　　　　urban　centres，　Victoria

瀦Austr典Co㎜onwe訓th　Bureau　of　Census出版Woodbridge，　Conn．：Rese鋤Publicatio鵬，
　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L－66（10）5400021191　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm
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叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　30th　June，1966；．Field　count　statement；no．　　　　and　Statistics

　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（10）5400021266
　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0191】

注記　Originally　published：Canberra：［s．n．］，［1967］一書名　Population：local　government　areas　and

　　　　　　27p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　urban　centres，　Tasmania

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMFI、－66（10）5400021233　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

［0188】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；・Field　count　statement；no・

書名　Population：local　government　areas　and　　　　　　ll
　　　　　　urban　centres，　Queensland　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ser．1，1945－1967
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：［s・n・］，［1967】一

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　ll　p．：map．
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　30th　June，1966；．Field　count　statement；no・　　　　and　Statistics

　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021274
　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0192】

注記　Originally　published：Canberra：［s．n．］，［1967］一書名　Population：police　districts，　Northern

　　　　　　　23P．：map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Territory

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L－66（10）5400021241　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

10189］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；．Field　count　statement；no・

書名　　Population：local　government　areas　and　　　　　　　　12

　　　　　　　urban　centres，　South　Australia　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Caption　title．－Originally　published：

形態　　1micro田m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Canberra：［s．n．］，［1967］－1p．．

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　30th　June，1966；．Field　co皿t　statement；no・　　　　and　Statistics

　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021282
　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1966，　Vblume　series＞一＊

注記　Originally　published：Canberra：［s．n．］，［1967F

　　　　　　　18P．、m。p．　　　　　　　［01931　　　　　　．
編者 ㌶蕊lmm・nw・althBu・eau・fC・n・u・書名食齪霊隠＝＝慧＝ill

所蔵AMF．L66（・0）5400021258　　　出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publicati°ns，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

［01901　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm
書名　Population：local　government　areas　and　　　叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，

　　　　　　　urban　centres，　Western　Australia　　　　　　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v・1・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Population：single　characteristics；Pt．1
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

叢書 號蒜1＝＝e蒜1盤跳；nα注記8＝L＝瓢惣鑑t・ち［1969】－
　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43p．：ilL

　　　　　　　International　population　census　publications；　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

注記　Originally　published：Canberra：［s．n．］，｛196η一　　　　〇’Neill・J・R

　　　　　　　17p．：map．　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（12）5400022066
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　　　　　　※Printing　ed．：Ld．56－8　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

［01941　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0，Neill，　J．　R

書名　Maritaユstatus／prepared　under　instructions　所蔵　AMF－L66（12）5400022090
　　　　　　from　the　Right　Honourable　the　Treasure　by　J．

　　　　　　P．0，Neill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0197］

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Period　of　residence／prepared　under

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　instructions　from　the　Right　Honourable　the

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Treasure　by　J．　P．0’Neill

叢書　Census　of　population　a皿d　housing，30th　June，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1966，Commonwealth　of　Australia；v．1．　　　　　　　1977

　　　　　　Population：single　characteristics；Pt．2　　　形態　1micro田m；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v．1．

注記　　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　Population：single　chalacteristics；Pt．5

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1969】－　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　23p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　AustraHa．　Commonwealth　Bureau　of　Census　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　皿dStatistics　　　　　　　　　　Co㎜onwealth　Government　Printer，［19701－
　　　　　　0，Neill，　J．　P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　p．．

所蔵　AMF－L－66（12）5400022074　　　　　　　　編者　Austraha．　Commonweaユth　Bureau　of　Census

　　　　　　※Printing　ed．：Ld．56－8　　　　　　　　　　　　and　Statistics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O，Neill，　J．　P．

［0195］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（12）5400022108
書名　Birthplace／prepared　under　instructions　from

　　　　　　the　Right　Honourable　the　Treasure　by　J．　P．　　101981

　　　　　　0’Neill　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Educational　attainment／prepared　under

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　instructions伽m　the　Right　Honourable　the

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Treasure　by　J．　P．0，Neill

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，　　　　1977

　　　　　　1966，Commonwealth　of　Australia；v．1．　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Population：single　characteristics；Pt．3　　　叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v．1．

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Population：single　chaエacteristics；Pt．6

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1970卜　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　73p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19701－
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lg　P．．

　　　　　　O’Neill，　J．　P．　　　　　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonweaユth　Bureau　of　Census

所蔵　AMF－L－66（12）5400022082　　　　　　　　　　　　and　Statistics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　O，Neill，　J．　P．

【0196】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（12）5400022116

書名　Nationality／prepared　under　instructions　from　　　　※Printing　ed．：Ld．56．8

　　　　　　the　Right　Honourable　the　Treasure　by　J．　P．

　　　　　　0，Neill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lO199］

出版　Woodbridge，　Conn．：Resealch　Publications，　書名　Religion／prepared　under　instructions　fわm

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Right　Honourable　the　Treasure　by　J．　P．

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　O’Neill

叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1966，Commonwealth　of　Australia；v．1．　　　　　　　1977

　　　　　　Population：single　characteristics；Pt．4　　　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v．1．

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　Population：single　chaエacteristics；Pt．7

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1970］－　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　63p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［1970］－　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v．1．

　　　　　　41p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Population：single　characteristics；Pt．10

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　and　Stat拍tics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　0’Neill，　J．　P．　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

所蔵　AMF－L－66（12）5400022124　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1970F

　　　　　　※P・inting・d・・Ld・5“　　　編者蒜；lia　C。mm。nw。alth　Bu，eau。fC。n，us

［0200】　　　　　　　　　　　㎝dStati・ti・・
酩Occup。ti。n泣，t。tu，／P，ep。，ed　und。，　所蔵AMF－L66（12）54°°°22157

　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　1966，C・mm・nw・alth・f　Au・t・alia；v・1・　叢書C。n・u，。f　p。pul。ti。n　and　h。u，ing，30th　Jun。，

　　　　　　Population：single　characteristics；Pt・8　　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v．1．

　　　　　　Int・mati・nal　p・pu1・ti・n　cen・u・publi・・ti・n・；　　P・pulati・n・single　cha・a。t。・i，tics；Pt．11

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1970］一　注記　　Originally　published：Canberra：

　　　　　　23P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，｛1971］一

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　30　P．．

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　O，Neil1，　J．　P．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵　AMF－L66（12）5400022132　　　　　　　　　　　　0’Neill，　J・P・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（12）5400022165

［0201］

書名　　Industry／prepared　under　instructions　from　　【02041

　　　　　　the　Right　Honourable　the　Treasure　by　J．　P．　書名　Demographic　date：允rtility　analysis／

　　　　　　0，Neill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Prepared　under　instructions　from　the

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Honourable　the　Treasure　by　J・RO’Neill

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Printing　ed．：Ld．56－8

10202】

書名　Occupation／prepared　under　instructions　　【0205】

　　　　　　from　the　Right　Honourable　the　Treasure　by　J・書名　Overseas－born　population／prepared　under

　　　　　　P・0，Neill　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　instructions　ffom　the　Honourable　the　Treasure

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　by　J．　P．0’Neil1

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Housing：Australia／prepared　under
叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，　　　　instructions　fごom　the　Honourable　the　Treasure

　　　　　　1966，Commonwealth　of　Australia；v．2．　　　　　　　by　J．　P．0，Neill

　　　　　　Population：related　characterictics；Pt．3　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　1977

　　　　　　SeL　I，1945－1967　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　叢書　Census　of　population　a皿d　housing，30th　June，

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，119701－　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v・3

　　　　　　90P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

瀦Austr曲．　Co㎜onwe鋤Bureau　of　Census　　Ser・1，1945－1967
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　0’Neill，　J．　p　　　　　　　　　　　Co㎜onwealth　Government　Printer，［1972］一

所蔵　AMF－L66（12）5400022181　　　　　　　　　　　　172　P”
　　　　　　※P・inting・乱・Ld5住8　　　編者蒜ぎt；鑑lmm°nwe瓠th　Bu「eau°fCen・u・

102061　　　　　　　　　　　　0’N・ill，　J・R
酩Th。　w。仙，ce／P，ep訂。d　und。，　in、t，u。ti。n，所蔵AMF－L66（12）54°°°22215

　　　　　　仕om　the　Honourable　the　Treasure　by　J．　R　　　　lO209］

　　　　　　0’Neill　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Population　and　dwellings　in　local　government

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　areas／prepared　under　instructions仕om　the

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Right　Honourable　the　Treasure　by　J．　P．0，Neill

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書C・n・u・・fp・pul・ti・n皿d　h・u・ing，30th　Jun。，　　1977

　　　　　　1966，C・mm・nw・alth。f　A田t，alia；v．2．　形態1micr・61m；35　mm
　　　　　　P・pul・ti・n・rel・t・d。h。，a，t。，i。tics；Pt．4　叢書C・n・u・・f　p・pul・ti・n　and　h・u・ing，30th　Jun・，

　　　　　　Int・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi，ati。n，；　　1966，　C・mm・nw・alth・f　Au・t・ali・；v・4

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　Ser・1・1945－1967

　　　　　　晋・nw・副thG・v・mm・ntP・int・ら［・97・］一注記8＝；認漂○＝鑑t。L

編者　Australia．　Commonweaユth　Bureau　of　Census　編者　Australia・CommonweaJth　Bureau　of　Census
　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

所蔵＝C）54。。。22、99　所⊇蹴曇uth－AMFL66（12）

［・2・71　　　　　　　　26品2號ns’and：AM早L66（13）
書名 蕊㌶＝蒜＝隠u，e霊6艦rAu・t・ali・・AM早L66（・3）
　　　　　　by　J・PO’N・ill　　　　　　　pt．2，　Vi・t・・ia・AMF．L66（13）5400・22231
出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・e鋤Publi・ati・n・，　Pt．5，　W・・t・m　Au・t・alia・AMF．L66（・3）

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400022264

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Pt．6，　Ta8mania：AMF－L66（13）5400022272

叢書　　Census　of　population㎝d　housing，30th　June，　　　　Pt・7，　Northern　Territory　and　Australian

　　　　　　1966，Commonwealth　of　Australia；v．2．　　　　　　Capital　Tbrritory：AMF－L66（13）

　　　　　　Population：related　characterictics；Pt．5　　　　　　　　　5400022280

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　※Printing　ed・：Ld．56－8

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

　　　　　　0’Neill，　J・P　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

所蔵　AMF－L66（12）5400022207　　　　　　　　　叢書　Census　of　population　and　housing，30th　June，

　　　　　　※Printing　ed・：Ld・56－8　　　　　　　　　　　　　　　　1966，　Commonwealth　of　Australia；v．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

102081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1970］－　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　17p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　所蔵　AMF－L66（12）5400022058
　　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF－L68　5400022694
　　　　　　　0，Neill，　J．　P．

所蔵　Pt．1，　New　South　Wales：AMF－L－66（13）　　　【0213】

　　　　　　　5400022298　　　　　　　　　　　　　　　書名　Demography：1962／prepared　under

　　　　　　　Pt．2，　Victoria：AMF－L66（13）5400022306　　　　　instructions　from　the　Right　Honorable　the

　　　　　　　Pt．4，　South　Australia：AMF－L66（13）　　　　　　　　Trea3urer　by　K・M・Archer

　　　　　　　5400022322　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Pt・5，　Western　Australia：AMF－L66（13）　　　　　　　1977

　　　　　　　5400022330　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　　Pt・6，　Tasmania：AMF－L66（13）5400022348　叢書　Bulletin；no．80

　　　　　　　Pt，7．　Northern　Territory　and　Australian　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　CapitaユTbrritory：AMF－L－66（13）　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　　5400022355　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　　Pt・3・Queensland：AMF－L66（13）　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1963］－

　　　　　　　5400022314　　　　　　　　　　vi，220　P．．
　　　　　　　Pt・8，　Australia：AMF－L66（13）5400022363　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　　※Printing　ed・：Ld・56－8　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　※Printing　ed．：Ld．56－8　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　　※Printing　ed・：Ld・56－8　　　　　　　　　　所蔵　AMFL66（9）5400021167

　　　　　　　謬i麗：ま：器ll：1　　　　※P・inting・d・脇5（8・）

　　　　　　　※P・｝nting・d・・Ld・56－8　　　　　　・一〈P・pul・ti・n　R・vi・w＞一・
　　　　　　　※Prlntmg　ed．：Ld．56－8

　　　　　　　※Printing　ed．：L，d．56－8　　　　　　　　　10214】

寳；・】＿t＿i㎞y㎡C＿m品＿㌦：羅＝uご＝ti・品，

　　　　　　撒撫鷲翻瀞鯵馨；c蹴㌫1．．
出版 認；；db・’dgqC・…・R・・e訂・hPubli・at’・n・・注記竃欝欝ご：㌘icat1°ns；

形態1mi…丘lm；35　mm　　　　　　　O，igin凪ly　publi，h。d、　Sydn。y、N。w　S。uth
叢書　International　population　census　publications；　　　　Wales　Bureau　of　Statistics　and　Economics
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1956－25　P．．一，，　Based　on　censuses　of　1954

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　and　previous　years・，．

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1968］一　編者　New　South　Wales．　Bureau　of　Statistics　and

　　　　　　12p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Economics

編者　Archer，　K・M・　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（5）5400020722

所蔵　AMF－L66（12）5400022033
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10215］

［0212］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Local　government　areas　and　parts　thereof

書名　Census　of　the　Territory　of　Nauru，30th　June，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1966：summary　of　population／prepaTed　　　　　　　1977

　　　　　　under　instructions　fmm　the　minister　fbr　　　形態　1microfilm；35　mm

　　　　　　・蜘nal　territ・・i・・by　K・M・A・ch・・　　叢書P。pul。ti。n　R。vi。w；n。．2

出版　Wbodbridge・Conn・：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　South　Wales．一

叢書　InternationaJ　population　census　publications；　　　　Originally　published：Sydney：New　South

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wales　Bureau　of　Statistics　and　Economics，

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　　　　　1956－1g　P．：maps．

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［19681一　編者　New　South　W泣es．　Bureau　of　Statistics　and

　　　　　　12p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Economics
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所蔵　AMF－L66（5）5400020730　　　　　　　　　注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

【02161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1953．1955．＿Filmed　with：Annual

書名　Age，　sex　and　marital　status　of　the　population　　　　supplements．　Australia．　Mar．1955．－

　　　　　　and　distribution　of　migrants　　　　　　　　　　　　　　Originally　continues：Quarterly　economic

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　review　of　Australia・－Originally　continued　by：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Three　monthly　economic　review　of　Australia．

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　別書名Economic　review　of　Australia

叢書　Population　Review；no．3　　　　　　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　International　population　census　publications；　所蔵　VOL　5－16（1953－1955）AMS－L19（2）

注記覧「Ll濫5；票7N。w　S。uthWal＿　【・22・1

　　　　　　0，i∂n。・y　publi、h。d、　Sydn。y、N。w　S。uth　酩Th・ee　m・nthly　ec・n・mic　revi・w・f　Au・t・創i・

　　　　　　蹴雲u・fSt・ti・ticsandE・・n・mi⇒鱗：㌶（漂＝＝！隠認i。n

編者　New　South　Wales．　Bureau　of　Statistics　and　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，　c　1970

　　　　　　Economics　　　　　　　　　　　　　　　　形態　23　micro6ches；11　x　15　cm

所蔵AMFL66（5）54…2・748　　注記豊蒜誘：＝：霊’瓢嘉；’竺hed：

10217］　　　　　　　　　　　　0・ゆally　titl・va・ies　slightly；N・・23（0・t・
酩W。舳，ce　and　indu，t，y　　　　　　1957）一，　publi・h・d　und・r　th・｛itl・・　．

叢書P・pul・ti・n　R・vi・w；n・・4　　　　　　Au・t・ali・．－O垣n。lly・。ntinu。d　by、
　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　Quarterly　economic　review．　Austraユia．

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　別書名Economic　review　of　Australia

注記　At　head　of　title：New　South　Wales・－　　　　　　　　Three－monthly　economic　review．　Australia

　　　　　　Originally　published：Sydney：New　South　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　Wales　Bureau　of　Statistics　and　Economics，　　所蔵　VOL　17－47（1956－1963）AMS－L－19（2）

　　　　　　1958－27p．．

編者　New　South　Wales．　Bureau　of　Statistics　and　　［0221】

　　　　　　Economics　　　　　　　　　　　　　　　書名　Quarterly　economic「eview’Aust「alia

所蔵　AMF－L66（5）5400020755　　　　　　　　　巻次等No・48（Jan・1964）－no・56（Dec・1965）；1966，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．1（Fbb．1966）－1969，　no．4（Dec．1969）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　London：Wbrld　Micro丘lms，　in　association

経済統計一般　　　　　　　　　　　　　　with　the　Ec°n°mist　Intelligence　Unit，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c1970－c1971

［0218】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　18micro6ches；11　x　15　cm

書名　Economic　review　of　Australia　　　　　　　　注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

巻次等No．1（Mal．1952）－no．4（Jan．1953）　　　　　　　　Economist　Intelligence　Unit，1964－1969・一

出版　London：wbrld　Micro61ms，　in　association　　　　　Filmed　with：Quarterly　economic　review・

　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970　　　　　　Annual　supPlement・Australia・－Originally

形態　3micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　continu；s：Thr『『Inonthly　e？onomic　review　of

注記

2議監跳㌶驚霊’t班n）鴛墓難撒罐蹴＝＝）

［0219】　　　　　　　　　［0222】
書名　Quarterly　economic　review　of　Australia　　　書名　Quarterly　economic　review．　Australia，　Papua，

巻次等No．5（Apr．1953）－no．16（Dec．1955）　　　　　　　　New　Guinea

出版　London：World　Micromms，　in｛鵬ociation　　巻次等1970，　no．1（Mar．1970）－

　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1970　出版　London：World　Micromms，　in　aSsociation

形態　8micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，　c　1972一
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形態　51micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　Economist　Intelligence　Unit，1970－1984．－　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　Fi㎞ed　with：Quarterly　economic　review　of　　　　1971－1980．－Filmed　with　annual　supPlement・

　　　　　　Australia，　Papua　New　Guinea．　Annual　　　　　　　　　－Originally　1971，　no．2（1971）－1976，　no．3

　　　　　　supPlement．－Originally　title　vaires　slightly：　　　　　（1976）published　under　the　title：QER・Oil　in

　　　　　　1971，no．2（June　1971）－1976，　no．3（Oct．　　　　　　　the　Far　East　and　Australasia；1976，　no．4

　　　　　　1976）have　title：QER．　Australia，　Papua，　New　　　　　　（1976）－1980，4th　quaエter（1980）published

　　　　　　Guinea；1976，　no．4（1976）－1984，　no．4（1984）　　　　　皿der　the　title：Quarterly　economic　review　of

　　　　　　have　title：Quarterly　economic　review　of　　　　　　　oil　in　the　Far　East　and　AustraJasia，

　　　　　　Australia，　Papua　New　Guinea．－Originally　　　　　　　ISSN：0142－4084．－Originaユly　continued　by：

　　　　　　ISSN：01424157．－Originally　continues：　　　　　　　　　Quarterly　energy　review．　Far　East＆

　　　　　　Quarterly　economic　review．　Australia．－　　　　　　　Australasia．

　　　　　　Originaユly　ceased　with　1984，　no．4（1984），　and　別書名Economic　review　of　oil　in　the　Fbr　East　and

　　　　　　Section　on　Papua　New　Guinea　merged　with　　　　　　Australasia

　　　　　　Section　on　Fiji　of：Quarterly　economic　review　　　　　QER．　Oil　in　the　F乞r　East　and　Australasia

　　　　　　of　New　zealand，　FUi，　to　fbrm：Quarterly　　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　oil　in　the　F乞r

　　　　　　economic　review　of　Paci丘c　Islands，　Papua　New　　　　　East　and　Australasia

　　　　　　Guinea，　FUi，　Solomon　Islands，　Western　Samoa，編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

　　　　　　Vanuatu，　Tbnga；and，　Section　on　Australia　　所蔵　VOL：1971－1980（1971－1980）AMS－L19（F）

　　　　　　fbrms：Quarterly　economic　review　of　Australia・

別書名Economic　review　of　Australia，　Papua　and　New［0225】

　　　　　　Guinea　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Quarterly　energy　review．　Far　East＆
　　　　　　QER・Australia・Papua・New　Guinea　　　　　　　　　Australasia．一［Micro丘che　ed．】

　　　　　　Quarterly　economic　review　of　Australia，　　　巻次等1981，1st　quarter（1981）一

編者㍑温＝ceUnit（G・eatB・it・in）出版＝。・盟＝＝1：＝鑑3
所蔵　VOL　1970－1983（1970－1983）AMS－L19（2）　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

世帯・家計　　　　　　　　　　　　　　　増監嵩霊『㌶嘉㍑蒜認1認竺t’198L

馨箸3】

出版（、ln．h。u，e，ep，。du，ti。n）　　　　縮E・・n・mi・t　Int・11ig・n・e　Unit（G・eat　B・itain）

形態　v．；30cm　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：1981－1982（1981－1982）AMS－L19（F）

注記　Description　based　on：1968／69，　pt．1

　　　　　　9：瓢；識㌶｝肥蹴瓢三i，alia：貿易

　　　　　　㌶＝罐：蒜罐g㌫9，pt．3【・2261

編者 撚ごm－lth－u一書名繍竃竃戦f　　d
　　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics　　　　　　　巻次等1978／79（1978／79）－1981／82（1981／82）

所蔵　VOL　1968．1969，　S973－1974（1968－1974）　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co・・c1990

　　　　　　AMF－L181（1）　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Microfiche．　Originally　published：Canberra：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics，1980－1983．一

土地・資源・エネルギー　　　　　　　　　0・iginally　ISSN・07050518・－0・igin瓠ly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　continues：Overseas　trade．　Part　1，　Exports

lO224】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　imports．－Originally　continued　by：

書名　　Quarterly　economic　review．　Oil　in　the　Fらr　　　　　　　Fbreign　trade　Australia．　Part　1，　Exports　and

　　　　　　East　and　Australasia．一［Micro丘che　ed．j　　　　　　　　imports．

巻次等1971，no．1（1971）－1980，4th　quarter（1980）　　編者　Australian　Bureau　of　Statistics

出版　London：World　Micro丘lms，　in　association　　所蔵　VOL　1979－1982（1979－1982）AMS－4（S－244）
　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　c1974－1982　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0227】
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書名　Fbreign　trade　Australia．　Part　1，　Exports　and　巻次等1982／83（1982／83）－

　　　　　　imports　　　　　　　　　・　　　　　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co・，c1990　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：Canberra：

注記　Micro6che．　Originally　published：Canberra：　　　　Austraユian　Bureau　of　Statistics，1985－．－

　　　　　　Austraユian　Bureau　of　Statistics，1984－．－　　　　　　　　　OriginaJly　continues：Overseas　trade

　　　　　　Origina皿y　continues：Overseas　trade　　　　　　　　　　Australia．　Part　2，　Comparative　and　summary

　　　　　　Australia．　Part　1，　Exports　and　imports．－　　　　　　　tables．－Originally　ISSN：08148562．

　　　　　　Originally　split　into：R）reign　trade，　Australia．．編者　Austraユian　Bureau　of　Statistics

編者　Australian　Bureau　of　Statistics　　　　　　　所蔵　VOL　1982－1984（1982－1984）AMS－4（S－244）

所蔵　VOL：1982－1985（1982－1985）AMS－4（S－244）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　102321

［0228】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Imports　Australia，　annual　summary　tables

書名　Fbreign　trade，　Australia・Exports　　　　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Description　ba8ed　on：1984／85．－Originaユly

注記　Description　based　on：1986／87（1986／87）．－　　　　　began　with　1977／78－C£LC　MARC．－

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Canberra：　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Canberra：

　　　　　　AustraJian　Bureau　of　Statistics．－Originally　　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics．－Report　yeaエ

　　　　　　continues　in　part：Foreign　trade　Australia．　　　　　　　ends　June　30．

　　　　　　Paエt　1，　Exports　and　imports．　　　　　　　　編者　Australian　Bureau　of　Statistics

編者　Australian　Bureau　of　Statistics　　　　　　　所蔵　VOL：1984－1989（1984－1989）AMS－4（S－246）

所蔵　VOL：1986－1987（1986－1987）AMS－4（S－244）　　　　　※lack：1g87／88

［02291

富：霊，t蒜＝蹴゜2：，。、99。金融・財政・開発

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　［0233】

注記　Description　based　on：1986／87（1986／87）．一　　書名　Estimates　of　receipts　and　summary　of

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Canberra：　　　　　estimated　expenditure／presented　by　the

　　　　　　Australian　Bureau　of　Statistics．－Originally　　　　　　honourable…　Treasurer　of　Australia　fbr　the

　　　　　　continues　in　part：Fbreign　trade　Australia．　　　　　　infbrmation　of　honourable　members　on　the

　　　　　　PaTt　1，　Exports　and　imports．　　　　　　　　　　　　　occasion　of　the　budget．．．

編者　Australian　Bureau　of　Statistics　　　　　　　巻次等一1984／85（1984／85）

所蔵　VOL　1986－1988（1986－1988）AMS－4（S－244）　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co・，c1989
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

【0230】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1974／75（1974／75）．一

書名　Oversea8　trade　Australia・Part　2，　Comparative　　　　Vbls．　fbr　1980／81（1980／81）一．－Micro丘che．

　　　　　　and　summary　tables／Australian　Bureau　of　　　　　Originally　published：Canberra：Australian

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Publishing　Service，【19十1984．一

巻次等一1981／82（1981／82）　　　　　　　　　　　　　　　　Report　yeaエends　June　30．－Originally

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990　　　　　continued　by：Estimates　of　expenditure　and

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　receipts　of　the　Commonwealth　public　account．

注記　Description　based　on：1980／81．－Micro丘che．　別書名Budget　paper

　　　　　　Originally　published：Canberra：Australian　　編者　Austraha．　Treasury

　　　　　　Bureau　of　Statistics，［198－］－c1983．－Originaユly　　　　　Australia・Dept・of　Finance

　　　　　　continues：Overseas　trade．　Paエt　2，　　　　　　所蔵　VOL：1974－1977，　S980－1985（1974－1985）

　　　　　　Comparative　and　summary　tables．－　　　　　　　　　AMS－4（AS－180）

　　　　　　Originally　continued　by：Fbreign　trade　　　　　　※lack：1975／76；1981／82

　　　　　　Australia．　Part　2，　Comparative　and　summary

　　　　　　tables．－Origina皿y　ISSN：07050526．　　　　　　【02341

編者　Australian　Bureau　of　Statistics　　　　　　　書名　Estimates　of　expenditure　and　receipts　of　the

所蔵　VOL　1980－1982（1980－1982）AMS－4（S－244）　　　　　Commonwealth　public　account：circulated　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Senator　the　honourable．．．，　Minister　fbr

【02311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Finance　of　the　Commonwealth　of　AustraJia　fbr

書名　Fbreign　trade　Australia．　Paエt　2，　Comparative　　　　the　infbrmation　of　honourable　members　on　the

　　　　　　and　summaエy　tables／Austraユian　Bureau　of　　　　　　occasion　of　the　budget＿

　　　　　　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等1985／86（1985／86）一
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出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：Canberra：

　　　　　　Australian　Government　Publishing　Service，

　　　　　　1985－．－Report　year　ends　June　30．－

　　　　　　Originally　continues：Estimates　of　receipts　and

　　　　　　summary　of　estimated　expenditure．

別書名Budget　paper
編者　Australia．　Dept．　of　Finance

所蔵　VOL　1985－1986（1985－1986）AMS－4（AS－180）

［02351

書名　Report　on　the　fbrward　estimates　of　budget

　　　　　　outlays／Department　of　Finance

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Originaユ1y　title　varies　slightly：Report　on　the

　　　　　　fbrward　estimates　of　budget　outlays　and

　　　　　　staf丘ng，1986／87　and　1987／88（1986／87　and

　　　　　　1987／88）一．－Description　based　on：1984／85，

　　　　　　1985／86and　1986／87（1984／85，1985／86　and

　　　　　　1986／87）．－Microfiche．　OriginaJly　published：

　　　　　　Canberra：Australian　Government　Publishing

　　　　　　Service．－Originally　Issn：0813393X．

編者　Australia．　Dept．　of　Fina皿ce

所蔵　VOL：1984－1988（1984－1988）AMS－4（AS－178）
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クリスマス島．　　縮会隠ii：・㌫mm。nw。訓th　Bu，eau。fC。＿、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L73（1）5400024757

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　　AMF↓66（8）5400021100
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AM早L－68　5400022678

　　　　　　＊一〈1957＞一＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1966＞一＊

［0001］

書名　1957census　of　population，　Singapore：　　　　10003］

　　　　　　preliminaエy　relea8e　　　　　　　　　　　　　　書名　　Census　of　the　Tbrritory　of　Christmas　Island，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　30th　June，1966：summary　of　population／

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prepaエed　under　instructions　f士om　the　minister

叢書　Sessional　paper　　　　　　　　　　　　　　　　　　fbr　external　territories　by　K．　M．　Archer

　　　　　　Internatignal　population　census　publications；　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　Originally　published：Singapore：Government形態　　1　micromm；35　mm
　　　　　　Printing　Of6ce，［1958－1960］－17　v．．一　　　　　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Originaユly　issued　in　series：Sessional　paper．－　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　1ncludes　data　fbr　Christmas　Island，　which　has　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　been　tran命ed　to　Austr訓ia　since　the　date　of　　Commo㎜ealth　Gover㎜ent　Printer，［1968］－
　　　　　　the　1957　census．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12　p．．

編者　Singapore．　Legislative　Assembly　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

所蔵　no・1：AMF－L－67　5400022371　　　　　　　所蔵　AMF－L－66（12）5400022033
　　　　　　no．2：AMF－L－67　5400022389

　　　　　　no．3：AMF－L67　5400022397　　　　　　　　100041

　　　　　　no．4：AMF－L675400022405　　　　　　　書名　Population：Nauru，　Norfblk丘land，　Christmas

　　　　　　no・5：AMF－L67　5400022413　　　　　　　　　　　1sland　and　Cocos（K㏄ling）Islands

　　　　　　no・6：AMF－L675400022421　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　no．7：AMF－L67　5400022439　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　no．8：AMF－L－67　5400022447　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　no・9：AMF－L－675400022454　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia
　　　　　　n・・1・・AMF－L67540・・22462　　　　3・th　Jun。，・966；．Fi。ld。。unt、t。t。m。nt　i　n。．

　　　　　　no・11：AMF－L－67　5400022470　　　　　　　　　　　2

　　　　　　n・・12・AMF－L－675400022488　　　　　1nt・mati・n・l　p・pulati・n　cen，u、　publi，ati。n、；

　　　　　　no・13：AMF－L－67　5400022496　　　　　　　　　　　Ser．1，1945．1967

　　　　　　no・14：AMF－L67　5400022504　　　　　　　注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　n°・15・AMF－L－675400022512　　　　Canberra・【・．n．］，［・966F・P．．

　　　　　　：：：｝1：霊：；：＝1：；；1；1　編者＝撚mm・nw・althBu・eau・fC・一・

　　　　　　＊一〈196・〉一・　　　　所蔵霊毛：2（1鑓＝83

【0002】

書名　External　territories（Papua，　New　Guinea，

　　　　　　Nauru，　Norfblk　Island，　Christmas　Island　and

　　　　　　Cocos（Keeling）klands）／prepared　under

　　　　　　instructions伽m　the　Right　Honorable　the

　　　　　　Treasurer，　by　K．　M．　Archer

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Austraユia，

　　　　　　30th　June，1961；v．7．Tbrritories；pt．5

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，

　　　　　　Commonweaユth　Government　Printer，［19641－

　　　　　　59P．．
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ココス諸島　　　　　描麗「；a霊㌫ulati°n　census　publicati°ns；

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，｛1968］一

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　　　12p．．

　　　　　　・一〈・961＞一　　　　鷲㌶え（㌃）54。。。22。41

晋11Ext・m・lterrit・・i・・（P。pu叫N。wGuin。隅晋4】P。pul。ti。n、Nau，u，N。，＿d　Ch，i，tm品

出r；db・idgらC・…・R・・e訂・hPubli・ati・n・，欝膿：甑。3濫。nw。alth。fAu，t，ali⇒

　　　　　　贈a裟㌶gulat’°n　censuspub”cat’°ns；注記C・pti・n　titl巳一・・iginally　publi・h・d・

注記 隷＝罐＝喘1罐編者総㌫瓢；ぽ一・
縮A，ch。，，　K．　M．　　　　　　所蔵AMF－L66（1°）540°°21183
　　　　　　A田t，alia．　C。mm。nw。alth　Bu，eau。f　C。n，us　　AMF－L－685400022686

　　　　　　and　Statl5tics

所蔵　AMF－L－73（1）5400024757
　　　　　　AMF↓－66（8）5400021100

　　　　　　AMF－L－68　5400022678

10002】

書名　Summary　of　population　and　dwellings　fbr　the

　　　　　　territory　of　Cocos（Keeling）Islands

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm

叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia，

　　　　　　30th　June，1961；．Census　Bulletin；no．8

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　Canberra：Commonwealth　Government
　　　　　　Printer，｛1962］－9p．．

編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　and　Statlbtics

所蔵　AMF－L68　5400022546

＊一 〈1966＞一＊

［00031

書名　Census　of　the　Tbrritory　of　Cocos（Keeling）

　　　　　　Islands，30th　June，1966：summary　of

　　　　　　population／prepaエed　under　instructions　from

　　　　　　the　minister　fbr　external　territories　by　K．　M．

　　　　　　Archer

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm
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ノーフォーク諸島　　出版㌫db「idge’C°nn’：Rese　h　Publ’cat’°ns’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

人・統計　　　　　叢書鑑麗1霊讐rW襟：隠S晋
　　　　　　・一〈・947＞一・　　　　　芸漂a㌫認7u’at’°n　census　pub’icat’°ns；

［00011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：A・J．　Arthur，

書名Summ・・y飴・th・territ・・y・f　N・・品lk　I，1。nd／　　C・mm・nw・alth　G・v・mm・nt　P・int・・，【・964］－

　　　　　　P・epa・ed　und・・in・t・u・ti・頑。m　th。　Right　　5g　P・・

　　　　　　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　編者　Archer，　K・M・

出⊇；；db・’dg・，　C・nn・・R・・ea・chPubli・ati・n・，　盤st蹴t21mm°nwea’thBu「eau°fCe　s

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L73（1）5400024757

叢書 鑑：：t｝；8≡＝＝1：まiζ　舞：；：ll（8㌶跳゜°

所蔵　AMFL68　5400022744　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1961；・Census　Bulletin；no・7

　　　　　　AM早L66（2）54…2・2・・　　　麗1「呈a裟㌫ulat’°n　censuspubl’cati°ns；

　　　　　　＊一〈1954＞一＊　　　　　　　　　　　　　　注記　　Originally　published：Canberra：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1962卜

［0002】　　　　　　　　　　　　　　12P．．
書名　External　territories（Papua，　New　Guinea，　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Norfblk　Island　and　Nauru）／prepared　under　　　　　　and　Statistics

　　　　　　instructions　from　the　Right　Honorable　the　　所蔵　AMF－L－68　5400022777
　　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，　　　　＊一〈1966＞一＊

　　　　　　1977

形態1mi。，。丘lm；35　mm　　　　　【0005】
蛙C・n・u・・fth。　C。mm。nw。alth。f　Au，t，訓i。，酩P・pul・ti・n・Nau・u，　Np・品lk　I・1・nd，　Ch・i・tm品

　　　　　　30th　Jun・，・954；v．7．恥rrit。，i。，；pt．5　　kland　a竺d　C・…（Keellng）1・land・

　　　　　　Int・m・ti・nal　p・pul・ti。n　cen、u、　publi。ati。n，；出版W・・db・・dg・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publi・ati・n・・

　　　　　　Ser．1，1945＿1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記0・ゆ・lly　publi・h・d・Canberra、A．　J．　A，thu，，形態1micr・mm；35　mm

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1958］一　叢書　Census　of　the　Commonwealth　of　Australia・

　　　　　　30P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30th　June，1966；・Field　count　statement；no．

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

所蔵　AMF－L－66（5）5400020656　　　　　　　　　注記　Caption　title・－Originally　published：

　　　　　　AMF－L－73（1）5400024740　　　　　　C・nberra・［・・n・］，［1966］－1P・・

　　　　　　AMF．L－68　5400022660　　　　　　　　　　編者　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

　　　　　　＊一〈1961＞一＊　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L66（10）5400021183
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF－L68　5400022686
［0003】

書名　External　territories（Papua，　New　Guinea，　　　［00061

　　　　　　Nauru，　Norfblk　Island，　Christma31sland　and　書名　Census　of　the　T㎏rritory　of　Norfblk　Island，30th

　　　　　　C・…（Keeling）kl・nd・）／P・epa・ed皿d・・　　　J皿・，1966・su㎜訂y・f　p・pulati・n／

　　　　　　instructions　f士om　the　Right　Honorable　the　　　　　　　prepared　under　instructions　fξom　the　minister

　　　　　　Treasurer，　by　K．　M．　Archer　　　　　　　　　　　　fbr　external　territories　by　K．　M．　Archer
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977

形態　，1micro丘lm；35　mm

叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Ca皿berra：
　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1968］－

　　　　　　12P．．

編者　Archer，　K．　M．

所蔵　AMF－L66（12）5400022025
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ニユージーランド　　　　注記　漂c：霊荒忍；i豊認7（鍵㌫：1蒜○；t慧c麗nd：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Printing　O冊ce，1858－1869．－Including　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Results　of　a　census　of　the　colony　taken　on　the

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　24th　Dec・1858，・n　th・16th　Dec・1861・in　Dec・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1864，and　in　Dec．1867．－Originally　continued

［00011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by：Statistics　of　the　Colony　of　New　Zealand．

書名　Blue　book．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Registral－General’s　O伍ce

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1986　　　　所蔵　VOむ1853－1867（1853－1867）AMF－L72（1－2）

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　※Library　has　akハo　micro6che　fbrm：

注記　Description　based　on：1840．－Micro丘che．　　　　　　AMS－4（H－2327），1853－1872

　　　　　　麟蹴謝霊忠蒜ce。fN。w　l…51．．　　　　．

編者　New　Zealand　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　1856）．1872（1872）

所蔵　VOL　1840－1841，　S843－1844，　S847－1850　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1986

　　　　　　（1840－1850）AMS－4（H－2327）　　　　形態mi。，。6。h。、；11　x　15。m

［…2】　　　　　　　注記2ぽ鑑麗慧：㍑＝t：ぽ皿d：
書名 ＝｝聯麟慧tics／Depa　f：懸£＝8；麗…＝霊
出版　Leiden：Inter　Documentatlon　Co・，c1990　　　　　－Originaユly　continued　by：Statistics　of　the

形態　microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Colony　of　New　Zeaユand．

注記　Description　based　on：Jan．－Fbb・1975　　　　　別書名blue　books
　　　　　　　（Jan・－Fbb・1975）・－Micro丘che・Originally　　　編者　New　Zealand．　Registrar－General’s　OHice

　　　　　　　published：Wellington：Dept・of　Statistics・一　所蔵　VOL　1853－1872（1853－1872）AMS－4（H－2327）

　　　　　　　0・i⑨砿lly　ISSN・00270180・　　　　　　※1853－1867　in　mi。，。61m、　AMF－L－72（1－2）

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

所蔵　VOL　1975－1985，　S986（1－10），　S987（1－8），　　　【0006】

　　　　　　　S988（2－5，　S－12）（1975－1988）AMS－4（S－298）　　書名　Statistics　of　the　Colony　of　New　Zealand　fbr

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　year．．．／compiled　fごom　o伍cial　records　in

［00031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Registrar－Genera1，s．一［Microfiche　ed．］

書名　New　Zealand　oHicial　year－book．一［Microfiche　　巻次等1873（1873）－

　　　　　　　ed．】　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1986一

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988一　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

形態　microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Supplements　accompany　some　reports．一

注記　Description　based　on：83rd　annual　ed．（1978）．　　　　Micro且che・Originally　published：Wellington：

　　　　　　　－Title　vaエies　slightly－Micro丘che．　Originally　　　　By　Authority・Govt・Printer，11875？㍉一

　　　　　　　published：Wellington：Dept．　of　Statistics．－　　　　　Micro丘che　ed・has　an　eye－readable　header

　　　　　　　Originaユly　ISSN：00780170．　　　　　　　　　　　　　　　　title：Blue　books・－Originally　continues：

別書名New　Zealand　oθicial　yearbook　　　　　　　　　　　Statistics　of　New　Zealand・

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　別書名Blue　books　　　．

所蔵V－85，S㍗95（・97＆・992）AM＆4（＆119）熟0蒜；鴇；霊1㌶㌶㌫隠27）

【0004］

書名 霊《㌶盟，瓢：，㌫；＝’ed人・統計

　　　　　　霊劉蕊蒜1盟『yc°㎜皿d　・一〈・87・〉一・

巻次等1853，S854・S855・and　1856　　　　　　　　　［0007】
　　　　　　（1853／1854／1855／1856）－1867（1867）　　　　　書名　Results　of　a　census　of　New　Zealand，　taken　fbr

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　the　night　of　the　27th　February，1871：

　　　　　　【1981？l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Presented　to　both　Houses　of　the　General

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Assembly　by　Command　of　His　Excellency
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　＊一〈1886＞一＊
　　　　　　　［19811．

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　［00111
叢書　International　population　census　publications；　書名　Results　of　a　census　of　the　colony　of　New

　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zealand・taken　fbr　the　night　of　the　28th

注記　Originally　published：Wellington：George　　　　　March・1886
　　　　　　　Didsbury，　Government　Prillter，1872－1　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

　　　　　　　v．（va・i・u・paging・）．　　　　　　　［19811

編者　New　Zeala皿d．　Registrar．Gener証s　O伍ce　　　形態　1micromm；35　mm

所蔵　AMF－L－72（2）5400023189　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

　　　　　　　＊一〈1874＞一＊　　　　　　　　　　　　　　注記　OriginaUy　published：Wellington：George
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Didsbury，　Government　Printer，1887－369　p．．

［00081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Registrar－Genera1’s　Of丘ce

酩 麗蒜こ器s聯罐：h：f監　所蔵AMFL72（3）54…2322・

　　　　　　　March，1874　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1891＞一＊

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　［1981】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0012】

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Results　of　a　census　of　the　colony　of　New

叢書　International　population　census　publications；　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　5th　April，

　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1891／compiled　in　the　o伍ce　of　the

注記　Originally　published：Wellington：George　　　　　Registrar－General
　　　　　　　Didsbury，　Government　Printer，1875－288　P．．　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

編者　New　Zealand．　Registrar－GeneraPs　O冊ce　　　　　　［1981］

所蔵　AMF－L72（2）5400023197　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　　＊一〈1878＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

馨τ9］＿1＿＿＿＿y＿w注記
　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　3rd　of　　　編者　New　Zealand．　Registrar．General・s　OHice

出版麟灘C。＿、R。，ea，chPubli。ati。n，，所蔵AMFL72（3）54…23239

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　【0013】
形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　the　results　of　a　census　of　the　colony

叢書　International　population　census　publications；　　　　of　New　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　5th

　　　　　　　Ser・II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　April，1891／by　E．　J．　von　Dadelszen

注記　Originally　published：Wellington：George　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Didsbury，　Government　Printer・1880－358　P・・　　　　　［1981】

編者　New　Zealand・Registrar－General’s　O伍ce　　　形態　1micro61m；35　mm

所蔵　AMF－L－72（2）5400023205　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　　・一〈・881＞一・　　　　注記灘蒜ll：lh。d、W。llin帥、G。。，ge

lOO10］　　　　　　　　　　　　Did・bu・y，　G・v・・nm・nt　P・int…1893哺，143
書名　Results　of　a　census　of　the　colony　of　New　　　　　　　P’：ill”

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　3rd　of　　　編者　New　Zeala皿d・Registrar－GeneraPs　Of丘ce

　　　　　　April，1881　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dadelszen，　E・J・von

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L72（3）5400023247

形態㍑：。丘lm；35mm　　　　・一〈・896＞一・

叢書Int・mati・刷P・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・；【0014】

　　　　　　Ser・II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　書名　Report　on　the　results　of　a　census　of　the　colony

注記　Originally　published：Wellington：George　　　　　of　New　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the

　　　　　　Didsbury，　Government　Printer，1882－v，314　　　　　12th　April，1896／by　E．　J．　von　Dadelszen

　　　　　　P・：maPs・　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
編者　New　Zealand・Registr訂一Genera1’s　O冊ce　　　　　　　l19811

所蔵　AMF－L72（2）5400023213　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm



297

叢書　International　population　census　publications；　編者　New　Zealand．　RegistraT－General，s　OfHce

　　　　　　Ser・H，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（4）5400023288

注記　Originally　published：Wellington：John
　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1897－vii，163　　［0018】

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Census　of　the　British　Empire，1901

編者　New　Zealand．　Registrar－General’s　O伍ce　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　Dadelszen，　E．　J．　von　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

所蔵　AMF－L－72（3）5400023254　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

［0015］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

書名　Results　of　a　census　of　the　colony　of　New　　　注記　Caption　title．－Originally　published：［S．1．：

　　　　　　Zealand・taken　fbr　the　night　of　the　12th　April，　　　　　s．n．，1905？F　l　v．（various　pagings）．

　　　　　　1896／compiled　in　the　of6ce　of　the　　　　　　所蔵　AMF－L72（4）5400023296

　　　　　　Registrar－General

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　＊一く1906＞一＊
　　　　　　［19811

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　【0019］

叢書　　International　population　census　publications；　書名　　Report　on　the　results　of　a　census　of　the　colony

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　New　Zealandうtaken　fbr　the　night　of　the

注記　Originally　published：Wellington：John　　　　　　29th　April・1906／by　E・J・von　Dadelszen

　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1897－v，368，　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・
　　　　　　lxv　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

編者　New　Zealand．　Registrar－General’s　O伍ce　　　形態　1micro61m；35　mm

所蔵　AMF－L－72（3）5400023262　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　　※Library　has　also　printing　ed．：Ld．56－1　　　　　　Ser・II，　Pre－1945

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Origin｛dly　published：Wellington：John

　　　　　　　＊一〈1901＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1908－vii，163

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・・

［00161　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Registrar－GeneraPs　OHice
書名　Report　on　the　results　of　a　census　of　the　colony　　　　Dadelszen，　E．　J．　von

　　　　　　　of　New　Zealand・taken　fbr　the　night　of　the　31st所蔵　AMF－L72（4）5400023304

　　　　　　　M・・ch，1901／by　E・J・v・n　D・d・b・en　　　※Lib，班y　h品al。。　P，inting。d．，　Ld．56．1

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　11981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00201

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Results　of　a　census　of　the　colony　of　New

叢書　International　population　census　publications；　　　　Zeala皿d，　taken　fbr　the　night　of　the　29th　April，

　　　　　　　Ser・II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1906／compiled　in　the　o伍ce　of　the

注記　Originally　published：Wellington：John　　　　　　Registrar－General
　　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1902－vii，163　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［19811

編者　New　Zealand．　Registrar－General’s　OHice　　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　Dadelszen・E・J・von　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

所蔵　AMFL72（4）5400023270　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

　　　　　　　※hbrary　has　also　printing　ed・：Ld・56－1　　　注記　Originaユly　published：Wellington：John

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1907－viii，458，

［0017］　　　　　　　　　　　　　lx，wi　p．．
書名　Results　of　a　census　of　the　colony　of　New　　　編者　New　Zeal㎝d．　Registrar－General，s　Of駐ce

　　　　　　　i蒜嚇謡ntぽ鵠。三ft霊。31stMa「ch’所蔵AMF－L72（4）54…233・2

　　　　　　　Registrar－Genera1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一く1911＞一＊

出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0021】

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　書名　Results　of　a　census　of　the　dominion　of　New

叢書　International　population　census　publications；　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　2nd　April・

　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　1911／M．　Fraser

注記　Originally　published：Wellington：John　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1902－vii，396，　　　　　［1981］

　　　　　　　lxix　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro狙m；35　mm



298

叢書　International　population　census　publications；　編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　O伍ce

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fraser，　Malcolm

注記　Originally　published：Wellington：John　　　所蔵　Appendices：AMF－L－72（6）5400023486

　　　　　　Mackay，　Government　Printer，1912－xv，507，

　　　　　　。vip．．　　　　　　　　　【00251
編者　New　Zealand．　Registrar．General・s　O伍ce　　　書名　Results　of　a　census　of　the　dominion　of　New

所蔵＝（5）54…2332・　　璽黙謙鶯竃／
【0022］　　　　　　　　　　　　Mal・・lm』・・
書名　Report　on　the　results　of　a　census　of　the　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　d。mini。n。f　N，w　Z。aland，　t。k。n㊤，　th。　night　　［1981］

　　　　　　of　the　2nd　April，1911／M．　Fraser　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　S…II，　P・e－1945
形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F

叢書 瓢t㍑躍ul・ti・ncen・u・pub’i・at’・n・；罐・狸；＝瓢認92°『1

注記0，igin。lly　publi，h。d、W。llin蜘、J。hn　編者N・w　Z・aland・R・葭・t「肛一Gene「al’s　O冊ce

　　　　　　：÷・』G・V・mm・ntP・int・ら19・3－v’ち178所蔵蒜鵠；；’㌔4…23346

編者　New　Zeaユand．　Registrar－General’s　O伍ce　　　［0026］

　　　　　　Fraser，　M・　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Population／Malcolm　Fraser

所蔵　AMF－L72（5）5400023338　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　・一〈19・6＞一・　　　　形態11鷺1，。丘lm；35mm

【0023】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

書名　Report　on　the　results　of　a　census　of　the　　　　　　　Ser・II，　Pre－1945　　　　　　．．

　　　　　　P。pul。ti。n。f　th。　d。mini。n。f　N。w　Z。aland，　　R・・ult・・f　a　cen・u・・f　tn・D・m・n’・n・f　New

　　　　　　蒜罐：ght・fth・15th°・t・b・ら1916／　織瓢蒜t！enlght°fthe15th

出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，earch　Publi。ati。n，，注記0・iginally　publi・h・d・W・llingt・n：Ma「cus　F・

　　　　　　Marks，　Government　Printer・1920－viii，183　P・［0027］

　　　　　　：ill’，　maPs’　　　　　　　　　　　　　　　書名　Ages／Malcolm　Fraser

編者　Fraser・Malcolm　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L72（6）5400023353　　　　　　　　　　　　　11g81］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro田m；35　mm

【°°241　　　　　　　　　叢書Int。，nati。nalP。pul。ti。n　cen，u，　publi。ati。n，；
書名　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　　　　Ser．　II，　Pre．1945

　　　　　　Zealand　taken　fbr　the　nlght　of　the　15th　　　　　　　　Results　of　a　censu　of　the　Dominion　of　New

　　　　　　O・t・b…1916／M・1・・lm恥爺・・　　　　　Z。al。nd，　t。k。輌th。　night。f　th。15th

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　October，1916；pt．2

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Marks，　Government　Printer，1918－47　P．．

叢書　International　population　census　publications；　編者　New　Zealand．　Government　Statistician・s　O伍ce

　　　　　　Ser．　II，　Pr÷1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　Fraser，　Malcolm

注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F・所蔵　AMF－L72（6）5400023379
　　　　　　Marks，　Government　Printer，1918・　　　　　　　　　※In　printing　ed．：Ld．56－1

内容　Appendices，　A．　Maori　census．－B．　Census　of

　　　　　　Cook　and　other　annexed　Pacific　Islands．－C．　　【0028］

　　　　　　Libraries　and　religious　denominations．－D．　　書名　Birthplaces　and　length　of　residence／Malcolm

　　　　　　Census　of　industriaJ　manufacture．　　　　　　　　　　Fraser
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．

　　　　　　　［19811　　　　　　　　　　M・・㎏，G・v・mm・nt　P・int・・，1918－12　P．．
形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　Of6ce

叢書Int・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；　　』e，，　M。1。。lm

　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（6）5400023411

　　　　　　　Result・・f　a　ce㎎u・f　th・D・mini・n・f　N・w　　　※In　p・inting，d．、　Ld．56－1

　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　15th

　　　　　　　October，1916；pt・3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛0032】

注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．書名　Cor肌gal　condition／Malcolm　Ftaser

　　　　　　　Marks，　Government　Printer，1918－60　p．．　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　OHice　　　　［1981］

　　　　　　　Fraser，　Maユcolm　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

所蔵　AMF－L－72（6）5400023387　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications・

　　　　　　　※Also　in　printing　ed．：Ld．56－1　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　，

馨砦9】R。ligi。n§／M瓠。。lm恥卵。，　　麟議鷲＝＝w

纏鷲：㌻　bl㎞t畑霞竃：竃欝竃騰㌧
叢書 竃駕∵：＝き㍍；所⇒三1＝4。。。23429
　　　　　　　Z・aland，　t。k。n品，　th。　night。f　th。、5th　　　※In　p「mt・ng・d・・Ld・56－1

　　　　　　　0・t・b・・，1916；pt・4　　　　　［0033］

注記O・ゆally　publi・h・d・W・llin帥・n・M・・cu・F書名F。，tility／M。1，。lm』er　　．

編者＝＝＝「も濫il9：0伍，e出版畷b・idgらC・…・R・・ea・chPubli・ati　

所蔵

［0030］　　　　　　　　　　　　　R・・ult・・f　a　cen・u・f　th・D・mini・n・f　N・w
書名　Education／Malcolm　Fraser　　　　　　　　　　　　Zealand・taken　fbr　the　night　of　the　15th

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications　　　　　October・1916；pt・8

　　　　　　　［1981］　　　　　　　’注記0・igin・lly　publi・h・d・W・llin臼・n・Ma・cu・F・
形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Marks，　Government　Printer・1918－96　P・・
叢書Int・mati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi，。ti。n，．縮N・w　Z・al・nd・G・v・・nm・nt　St・ti・ti・i・n’・・伍ce

　　　　　　S，，．II，　P，e．1945　　　　　　’　　』・・，　M・1・・lm
　　　　　　Results　of　a　censu　of　the　Dominion　of　New　　所蔵　AMF－L－72（6）5400023437

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　15th　　　　　　※In　printing　ed・：L・d・56－1

所蔵AMF．L．72（6）54…234。3　　　　　［19『1］
　　　　　　※Inp・inting・d・・Ld・5住・　　霊㍍蒜撫；㌶ti。ncen，u，publi，ati。n，；

【0031］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

書名　In6rmity／Malcolm恥aser　　　　　　　　　　　　Results　of　a　censu　of　the　Dominion　of　New

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　15th

　　　　　　［1981】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　October，1916；pt・9

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．

叢書Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati。n，；　　M・・』・G・v・mm・nt　P・int…1918－174　P－

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Government　Statistician，s　OHice

　　　　　　Results　of　a　censu　of　the　Dominion　of　New　　　　　　Fraser，　Malcolm

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　15th　　　　所蔵　AMF－L72（6）5400023445

　　　　　　0ctober，1916；pt．6　　　　　　　　　　　　　※In　printing　ed．：Ld．56－1
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［00351　　　　　　　　　　　叢書Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；
書名　Race　aliens／Malcolm　Fraser　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945
出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi・ati・n・，　　R・・ult・・f　a　cen・u・f　thr　D・mini・n°f　New

注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F・　　　　＊一〈1921＞一＊
　　　　　　Maエks，　Government　Printer，1918－24　p一

編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　Of丘ce［0039】

　　　　　　Fraser，　Malcolm　　　　　　　　　　　　　　書名　Population／compiled　in　the　census　and

所蔵　AMF－L72（6）5400023452　　　　　　　　　　　　statistics　ofEce，　Wellington
　　　　　　　※In　printing　ed．：Ld．56－1　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

【0036】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro丘lm；35　mm

書名　Dwellings／Malcolm　Fraser　　　　　　　　　叢書　　International　population　census　publications；

出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・e・・ch　Publi・ati－，　賦｛器＝u，。fth。　D。mini。n。fN。w

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　Z。aland　t。k⊇，　th。　night。f　th。・7th　Ap，il，

形態1mi…丘lm；35　mm　　　．．　　192・；pi．・
叢書Int・m・ti・nal　p・pul・ti・n・en・us　publlcat’°ns；注記O，iginally　publi，h，d、W。llin帥・n・M・・cu・F．

　　　　　　　隠u器㌫lu。fth。　D。mini。n。fN。w　　Ma・』，　G・v・…・nt　P・int・・，・92・－9・P・・ill・・

　　　　　　　＝，1＝t｝lnigh∵fthe15th編者竃・＝・V・mm・ntSt・ti・ti・i－・e

注記 蹴慧＝：1還1瓢；：晋sR所蔵AMF－L72（7）54…235・2

編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　O冊ce【00401

　　　　　　　Fraser，　Malcolm　　　　　　　　　　　　　　書名　Ages／compiled　in　the　census　and　statistics

所蔵　AMF－L72（6）5400023460　　　　　　　　　　　　0伍ce，　Wellington
　　　　　　　※In　printing　ed．：Ld．56－1　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

【0037］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm；35　mm
書名　Households／Malcolm　Fraser　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ser．　II，　Pre－1945

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　R・・ult・・f　a　cen・u・・f　th・D・mini・n・f　N・w
形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，

叢書

　　　　　　　＝謬r；慧；n’ght・fth・15th編者㌫Z－G。v。，nm。ntStati・ti・ian－e

注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．所蔵　AMF－L72（7）5400023510

　　　　　　　M訂k・，G・v・mm・nt　P「inte「，1918－44　P・・　［・・4・］

編者　New　Zealand・Government　Statistician’s　OfHce書名　Birthplaces／compiled　in　the　census　and

　　　　　　　社a・e・・Mal・・lm　　　　　　　　　，t。ti、ti。，。伍ce，　W，llin帥・n

所蔵　AMF－L－72（6）5400023478　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publicatio鵬，

　　　　　　　※In　printing　ed．：Ld．56－1　　　　　　　　　　　［1981］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1microfilm；35　mm

【0038］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

書名　Poultry　and　bees／Malcolm　Fraser　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New
　　　　　　　［19811　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zeaユand，．taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1921；pt．3
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注記　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　書名　Religions／compiled　in　the　census　and

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，・1923－62　p．：　　　　　statistics　oHice，　Wellington

　　　　　　il1・，　map・　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　New　Zealand・Government　Statistician’s　OHice　　　　［1981］

所蔵　AMF－L72（7）5400023528　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

［・・421　　　　　　　　叢書Int・mati・na1　P・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・；
書名All・gian・e／・・mpil・d　in　the　cen・u・and　　隠：；㌃：謬u，。fth。　D。mini。n。fN。w

　　　　　　誌器：ll：1＿fth。　D。mini。n。fN。W縮N・w　Z・aland・G・v・mm・nt　Stati・ti・ian…冊ce

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，所蔵　AMF－L72（7）5400023569

注記蒜㍍ubli、h。d、W。lli輌、WA．　G．［・・46］

　　　　　　Skinn・・，　G・v・mm。nt　P，int。，，1923－45　P．、書名Indu竺〔・ccupati・n・and　un・□pl・ym・nt／

　　　　　　map．　　　　　　　　　　　・・mpll・d　m　the　cen・u・and・t・tlsti…冊・e・
編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　Of丘ce　　　　Wellington

所蔵A－2（7）54…23536　　出版彊b「’dge・C°nn’：Resea「chPub’icati°ns，

［0043】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm

書名　Length　of　residence／compiled　in　the　census　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　and　statistics　o伍ce，　Wellington　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New

　　　　　　［1981】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1921；pt・8

叢書　International　population　census　publications；注記　Originaユly　published：Wellington：W．　A．　G．

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1925－161　P．．

　　　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　O伍ce

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，所蔵　AMF－L72（7）5400023577

　　　　　　1921；pt．5

注記　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　［0047］

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1924－1g　P・：　　書名　　Conj　ugal　condition／compiled　in　the　census

　　　　　　ilL　　　　　　　　　　　　and・tati・ti…伍・e，　W。llin堅。n
編者　New　Zealand・Government　Statistician’s　OHice出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

所蔵　AMF－L72（7）5400023544　　　　　　　　　　　　　［1981］

［・・44】　　　　　　　　形態1micr・61m；35　mm
書名Race　ali。n，／，。mpil。d　in　the　cen、u，　and　館Int・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；

出版＝織。霊111n㌶。，chPubli。ati。n，　鑑＝u・・fth・D・mini・n・fN・w．

　　　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　　　　　maP’

　　　　　　Z。aland，　t。k⊇，　th。　night。f　th。17th　Ap，il，編者N・w　Z・al㎝d・G・v・mm・nt　St・ti・ti・i皿’・0伍ce

　　　　　　lg21；pt．6　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（7）5400023585

注記 ㌶謬＝：t：課：鑑；㍊．？・【・・48】

　　　　　　map．　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Fbrtility／compiled　in　the　census　and

編者　New　ZeaJand．　Government　Statistician’s　OHice　　　　statistics　o伍ce，　Wellington

所蔵　AMF－L72（7）5400023551　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【1981］

【0045】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro61m；35　mm
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叢書　International　population　census　publications；　書名　Dwellings／compiled　in　the　census　and

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　．　　　　　　　　　　statistics　o伍ce，　Wellington

　　　　　　R（潟ults　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，　　　　　［1981］

　　　　　　1921；pt・10　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

注記　Originally　published：Wellington：W・A・G・　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1925－26　P・・　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

編者　New　Zealand・Government　Statistician’s　O伍ce　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New

所蔵　AMF－L72（7）5400023593　　　　　　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，

i：1

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－1・－72（7）5400023635

叢書 竃t駕き1＝：：：’二；馨τ3］＿lt、。f＿＿＿minbn＿w

　　　　　　Z。aland，　t。k。n飴，　th。　night。f　th。17th　Ap，il，　Z・aland　t・krn品r　th・night・f　th・17些p・il，

　　　　　　　192・；pt．・・，・2　　　　　　　1921／・・三P・1・d　m　the　cen・u・and　stat’stlcs

注記0，igin。lly　publi，h，d，W。llingt。n，W．　A．　G．　°伍ce・Welllngt°n　　　．．
　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1925－34　P．．　　出版　Woodbrldge，　Conn・：Research　Publlcatlons，

編者　New　Zealand．　Government　Statistician，s　OHice　　　　［1981］

所蔵　AMF．L72（7）5400023601　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

［0050］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

書名　H飴insurance／compiled　in　the　census　and　　注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．

　　　　　　statistics　of丘ce，　Wellington　　　　　　　　　　　　　Marks，　Government　Printer，1921．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　内容　ApPendices，　A．　Maori　census．－B．　Census　of

　　　　　　　［1981】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cook　a皿d　other　annexed　Pacific　Islands．－C．

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Census　of　Western　Samoa．－D．　Public

叢書　International　population　census　publications；　　　　libraries．－E．　Religious　denominations，　place

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　worship．－F．　Poultry　and　bees．

　　　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　O冊ce

　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，所蔵　ApPendices，　A．　B．　C．：AMF－L72（7）

　　　　　　　1921；pt・13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400023643

注記　Originally　published：Wellington：W・A・G・　　　　ApPendices，　D．　E．：AMF－L72（7）5400023650

　　　　　　　Skinner・Government　Printer，1925－23　P・・　　　　　ApPendices，　F：AMF－L72（7）5400023668

編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　O伍ce

所蔵　AMF－L72（7）5400023619　　　　　　　　　［0054］

1・・5・］　　．．　　　書名麗lll＝，認蹴’nthecensusand
酩H・】・ld・／・・mp・1ρd　m　the　census　and　出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，earch　Publi，ati。n、，

出版＝㌶cき。濫1’ln㌶archPubli。ati。n、，　［・gr・］

　　　　　　　［・981］　　　　　　　形態1mlc「・丘1m；35　mm
形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

叢書

　　　　　　　1㌶漂品・th・n’ght・fth・17thAp・iL注記きlin。llypubli，h。d、W。llin帥。n、W．AG．

注記0，igin凪ly　publi，h。d、W。lli呼。n、W．　A．　G．　　S8inn・・，　G・v・mm・nt　P・int・・，1925－x’，232　P・

　　　　　　　Skinn。，，　G。v。mm。nt　P，int。，，1925－32　P．．　　・・ll・・m・p・・

編者　New　Zealand．　Government　Statistician・s　O伍ce編者　New　Zealand・Government　Statistician’s　O伍ce

所蔵　AMF－L72（7）5400023627　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（8）5400023676

10052】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0055］
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書名　Interim　returns　of　industries，　etc．，1浪　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　insurance，　orphanhood，　dependency，　length　of　　　　　　　［1981］

　　　　　　residence／compiled　in　the　census　and　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　statistics　o冊ce，　Wellington　　　　　　　　　叢書　Population　cer田us，1926；v．2

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一

叢書　International　population　census　publications；　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1927－15　p．．

　　　　　　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　別書名Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，

　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，　　　　Tbkelau　Islands，　Western　S㎜oa

　　　　　　1921　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O伍ce

注記　Originally　published：Wellington：W・A・G・　所蔵　AMF－L72（8）5400023718
　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1922－21　p．．

編者　New　Zealand．　Government　Statistician’s　OHice［005gl

所蔵　AMF－L－72（8）5400023684　　　　　　　　書名　Ages　of　the　population／compiled　in　the

晋】

　　　　　　W。llin臼。n　　　　　　　　叢書P・pul・ti・n　ce田u・，1926；v・3
出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　［19811　　　　　　　　　　S…II，　P「e“1945
形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeaユand・一

叢書Int。m。ti。nal　p。pul。ti。n　cen，u，　publi，ati。鵬；　　0・iginally　publi・h・d・W？llin帥・n・W・A・G・

　　　　　　　驚u器蕊＿fth。D。mini。n。fN。w　lξnneらG°vemmentP「mteち1928－41P：

　　　　　　　Zealand，　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April，別書名Ages

　　　　　　　lg21　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O冊ce

注記　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　所蔵　AMF－L－72（8）5400023726

　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1922－18　p．．
編者　New　Zeala皿d．　Government　Statistician’s　OHice［0060】

所蔵　AMF．L72（8）5400023692　　　　　　　　　書名　Conjugal　condition　of　the　population／
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　compiled　in　the　census　and　statistics　of丘ce，

　　　　　　　＊一〈1926＞一　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wellington，　N．　Z．

跨71 蹴1：±＝＋纏璽き：∵　b’　’
　　　　　　　W。llin帥。n，　N．　Z．　　　　　叢書P・pul・tl・n　cen・u・，1926；v・4　．．
出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi。ati。n，，　Intemat’°nal　p°pulat’°n　census　publ’cat’°ns；

形態隠。mm；35mm　　注記麗d＝5D・min≡fN・wZ・alan辻一
館P。pulati。n　cen，u、，1926；v．・　　　　0「’gln副ly　publlshed：W；llm帥゜n：W・A・G・

　　　　　　　Int・・nati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；　lfnne「，　G°vemment　P「’nte「，1928－6°P’：

注記覧「Ll霊e；慧D。mini。n。fN。w　Z。aland．一編者N・w　Z・aland．　C・n・u・and　St・ti・ti…伍ce

　　　　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　所蔵　AMF－L72（8）5400023734

　　　　　　　S垣nne「・G°vemment　P「inte「，1927－86　P・：［・・6・】

別書≡霊aphi。砿di、t，ibuti。n　　　書名・・ph元n・hild・en　and　d・p・nd・nr・与ild・en／

　［0058】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

書名　Census　of　New　Zeaユand’s　dependencies：Cook　形態　　1　microfilm；35　mm

　　　　　　　Islands　and　Niue，　Tbkelau　Islands，　Western　　叢書　Population　census，1926；v．5

　　　　　　　Samoa／compiled　in　the　census　and　statistics　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　o冊ce，　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945
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注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeaユand．一　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　　　　　［1981］

　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1929－45　P．．　　形態　　1　micromm；35　mm

編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　O伍ce　　叢書　Population　census，1926；v．9

所蔵　AMF－L－72（8）5400023742　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

【0062】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．＿

書名　Race　alien　population／compiled　in　the　census　　　Origin｛dly　publ拍hed：Wellington：W．　A．　G．

　　　　　　　and　statistics　o冊ce，　Wellington，　N・Z・　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1930－97　P．：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　ill．．

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Of丘ce

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（8）5400023783
叢書　Population　census，1926；v．6
　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　【00661

　　　　　　　Ser．　II，　pr（＞1g45　　　　　　　　　　　　書名　Unemploymenぽom　sic㎞ess　and　other　causes

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．＿　　　　／compiled　in　the　census　and　statistics　o伍ce，

　　　　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　　　　Wellington，　N・Z・

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1929－34　P．．　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O伍ce　　　　　　［19811

所蔵　AMF－L－72（8）5400023759　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Population　census，1926；v．10

10063】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

書名　Native－born　and　fbreign－born／compiled　in　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

　　　　　　the　census　and　statistics　ofnce，　Wellington，　N．注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．－

　　　　　　Z．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Skinner，　Government　Printer，1930－31　P・・

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O伍ce

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（8）5400023791
叢書　Population　census，1926；v．7
　　　　　　1nt。mati。n瓠P。pul。ti。n　cen，u，　publi，ati。n，；10067］

　　　　　　Ser．　II，　Pre．1945　　　　　　　　　　　　　書名　Incomes　of　the　population／compiled　in　the

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．＿　　　　census　and　statistics　of丘ce・Wellington・N・Z・

　　　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1929－28　P．．　　　　　　｛1981］

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　OHice　　形態　1micro丘lm；35　mm

所蔵　AMF－L72（8）5400023767　　　　　　　　　叢書　Population　census，1926；v・11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

［00641　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

書名　Religious　pro飴ssions　of　the　population／　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeala皿d・－

　　　　　　compiled　in　the　census　and　statistics　o伍ce，　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．

　　　　　　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1931－xii　p・・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　O冊ce

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（8）5400023809

形態　　1micro61m；35　mm
描P。pulati。n　ce㎎u，，1926；v．8　　　［°°681　　　　　　．
　　　　　　International　population　census　publications；　書名　　Families　and　h『useholds／comp｝led　in　the

　　　　　　S。，．II，　P，e．1945　　　　　　　　cen・u・and・t・t・sti…伍ce，　W・lllngt・n・N・Z・

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeala皿d．＿　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

　　　　　　0，iginally　publi，h。d、　W。11ingt。n、W．　A．　G．　　［1981］

　　　　　　Skinn。，，　G。v。mm。nt　P，int。，，1928－37　P．．　形態1mi…丘lm；35　mm

別書名Religious　profbssions　　　　　　　　　　　　叢書　　Population　census・1926；v・12

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O冊ce　　　　　　International　population　census　publications；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

所蔵　AMF－L72（8）5400023775
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一

［0065】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　publ拍hed：Wellington：W・A・G・
書名　Industrial　and　occupationaユdistribution／　　　　　　Skinner・Government　Printer，1931－3g　P・・

　　　　　　compiled　in　the　census　and　statistics　o伍ce，　　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　OHice

　　　　　　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（8）5400023817
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［0069】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O伍ce

書名　Dwellings／compiled　in　the　census　a皿d　　　　所蔵　AMF－L72（9）5400023858
　　　　　　statistics　o伍ce，　Wellington，　N．　Z．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［0073】

　　　　　　［19811　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　General　report／compiled　in　the　census　and

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　statistics　oHice，　Wellington，　N・Z・

叢書　Population　census，1926；v．13　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　［19811

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一　叢書　Population　census，1926；v．17

　　　　　　0riginally　published：Wellington：W．　A．　G．　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1931－66　p．．　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

編者　New　Zeaユand．　Census　and　Statistics　OHice　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeaユand．一

所蔵　AMF－L72（9）5400023825　　　　　　　　　　　0riginally　published：Wellington：W．　A．　G．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1931－iv，100

【0070】　　　　　　　　　　　　P．．
書名　Maori　and　half－caste　population／compiled　in　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O伍ce

　　　　　　；ecensus㎝d　stat’st’cs°伍ce，　We’岨゜n，　N・所蔵AMF－L72（9）54…23866

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　【00741

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　［Maps　of　urban　areas］

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Resealch　Publications，

叢書P・pulati・n・en・u・・1926；v・14　　　　　［198・］
　　　　　　International　population　census　publications；　形態　　1　micromm；35　mm

所蔵　AMF－L72（9）5400023833
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　OHice

【0071】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（9）5400023874
書名　Public　libraエies　and　places　of　worship／
　　　　　　。。mpil。d　in　the　cen，u、㎝d、tati、ti。、。伍ce，　　＊一〈1936＞一

出版＝㌶蕊n．、R。，ea，chPubli。ati。n，，【・・75】

　　　　　　［・98・］　　　　　　　酩In・－and　l・・ati・n・f　p・pul・ti・n／・・mpil・d

　　　　　　0，ゆally　publi，h。d、　W。lli呼。n、W．　A．　G．囎P・pulati・n　ce鵬u・，1936；v・1

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1927－13　P．．　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　O伍ce　　　　　　Se「’II・P「e－1945

所蔵　AMF－L．72（9）5400023841　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand・－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，

10072】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1937－xii，67　p．：maps．

書名　Poultry／compiled　in　the　census　and　statistics編者　New　Zeala皿d．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　o伍ce，　Wellington，　N・Z・　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（9）5400023882

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　［1981】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10076】

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　書名　Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，

叢書　Population　census，1926；v．16　　　　　　　　　　Tbkelau　ISland，　Western　Samoa（summary
　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　only）／compiled　by　the　Census　and　Statistics

　　　　　　Ser．　II，　Pr（←1945　　　　　　　　　　　　　　　　　Department，　Wellington，　N・Z・

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Originally　published：Wellington：W．　A．　G．　　　　　［1981】

　　　　　　　Skhmer，　Government　Printer，1927－15　p．．　　形態　1micro61m；35　mm
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叢書　Population　cer田us，1936；v．2　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　　［1981］

　　　　　　　SeL　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand・一　叢書　Population　census，1936；v．6

　　　　　　　0riginally　published：Wellington：E．　V．　Paul，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　Government　Printer，1937－11　P・・　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．＿

所蔵　AMF－L－72（9）5400023890　　　　　　　　　　　　0riginally　published：Wellington：E．　V．　Paul，

；誓71

竃鱒篇　bl　’寳τ1］霊墓豊＝瓢＝d
叢書P・pul・』cen・u・，1936；v・3　．．　出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi。ati。n，，

注記竃麗｛鷲㌔ご÷；形富鑑丘lm；35m、
　　　　　　　O，iginally　publ；、h。d、　W。llin帥。n、E．　V．　P；ul，叢書P・pul・ti・n　cen・u・，1936；v・7

　　　　　　　G。v。mm。nt　P，int。，，1940－vi，44　P．、m。p、．　　Intem・ti・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・ati・n・；

［0078】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1945－ii，28　P・・

書名　Ages　and　marital　status／compiled　by　the　　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

　　　　　　Census　and　Statistics　Department，　Wellington，所蔵　AMF－L72（9）5400023940

　　　　　　N．Z．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［00821

　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Duration　of　residence　of　overseas－born／

形態　　1micro田m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　compiled　by　the　Census　and　Statistics

叢書　Population　census，1936；v．4　　　　　　　　　　　DePa「tment，　Wellington，　N’Z’

　　　　　　International　population　census　publications；　出版　Wbodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［1981］

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，叢書　Population　census，1936；v．8

　　　　　　Government　Printer，1940－viii，70　p．．　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

所蔵　AMF－L－72（9）5400023916　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V，　Paul，

10079］　　　　　　　　　　　　G・v・・nm。nt　P，int。，，1945－ii，1g　P．．
書名　Orphan　children　and　dependent　children／　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　罵盟。職誌：瓢』lat’stics　所蔵AM早L72（9）54…23957

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　［00831

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Race／compiled　by　the　Census　and　Statistics

形態1mi…mm；35　mm　　　　　　　D・p・・tm。nt，　W。11in帥。n，　N．　Z．
叢書　Populat垣n　census，1936；v・5　　．　．　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Int・・nat1・nal　p・pul・t1・n・en・u・publlcat・・n・；　　［1981］

　　　　　　S…II，　P・e－1945　　　　　　形態1mi。，。mm；35　mm
注記At．h］f　titl‥・mini・二・f　N・w　Z・aland・一叢書P。pul。ti。n　cen，u、，・936；v．9

　　　　　　8灘濫瓢聯：ヱPauL監・艦；鑑ul・ti・n・en・u・publi・ati・n・；

編者　New　Zealan己Census　and　Statlstlcs　Dept・　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeala皿d．＿

所蔵AMF－L72（9）54°°°23924　　　　　0，igir　publi，h。d、　W。llin堅。n、E．　V．　Paul，

【0080】　　　　　　　　　　　　G・v・mm・nt　P・int・・，1945－vi・28　P・・
書名　Religious　pro飴ssions／compiled　by　the　Census編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

　　　　　　and　Statistics　Department，　Wellington，　N．　Z．　所蔵　AMF－L72（9）5400023965
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［0084］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

書名　Industries　and　occupations／compiled　by　the　所蔵　AMF－L72（9）5400024005
　　　　　　Census　and　Statistics　Department，　Wellington，

　　　　　　N．Z．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0088］

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Census　of　poultry／compiled　by　the　Census

　　　　　　［19811　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics　Department，　Wellington，　N．　Z．

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
叢書　　Population　census，1936；v．10　　　　　　　　　　　［1981］

　　　　　　International　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　叢書　Population　census，1936；Appendix　A

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．－　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，　　　　Ser．　II，　Pr（ト1945

　　　　　　Government　Printer，1946－vi，77　p．．　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，

所蔵　AMF－L72（9）5400023973　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1937－vi，14　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

鰐5］Un。mpl。ym。nt／，。mpil。dbyth。C。n，u、and所蔵A－2（9）54…24・・3

　　　　　　Statistics　Department，　Wellington，　N・Z・　　　100891

出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，　書名　War　service／compiled　by　the　Census　and

　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics　Department，　Wellington，　N．　Z．

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Population　census・1936；v・11　　　　　　　　　　　［1981］

　　　　　　International　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　S…II，　P・e－1945　　　　　　叢書P。pul。ti。n，en，u，，1936；ApP。ndix　B
注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand・－　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　0・ゆally　publ！・h・d・W・llin堅・n・E・V・P・ul・　S・・．　II，　P・e－1945

　　　　　　Government　Prlnter，1945－lv，38　P・・　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．＿

編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，

所蔵　AMF－L72（9）5400023981　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1938－11　P．．

【00861　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

書名　Incomes／compiled　by　the　Census　and　　　　所蔵　AMF－L－72（9）5400024021

出版 瀞＝t麗＝b㌫，9τ゜］＿。fli＿1938／＿dbyt』

形態・mi…61m；35　mm　　　　　ge膓us　and　Stat’st’cs　Depa「tment，　Wel’』・

　　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，叢書　Population　census，1936；ApPendix　C

　　　　　　　G。v。mm。nt　P，int。，，1945－ii，110　P．．　　　Int・mati・n・l　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　Se「’II’P「e－1945

所蔵AM－（9）54…23999　　注記合li麗llf麟、忠蒜纏霊Y紳鑑
［00871　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1940－iii，13　p．．

書名　Dwellings　and　households／compiled　by　the　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　　Census　and　Statistics　Department，　Wellington，所蔵　AMF－L72（9）5400024039

　　　　　　　N．Z．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　10091】

　　　　　　　［1981】　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Ufe　tables／compiled　by　the　Census　and

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics　Department，　Wellington，　N・Z・

叢書　Population　census，1936；v．13　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　［1981］

　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeaユand．一　叢書　Population　census，1936；Appendix　D

　　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　Government　Printer，1946－iii，56　p．．　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945
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注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一　書名　Island　territories：Cook　Islands　and　Niue，

　　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，　　　　田）kelau　Island，　Western　Samoa／compiled　by

　　　　　　　Government　Printer，1944－8p．．　　　　　　　　　　　the　Census　and　Statistics　Deptartment，

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　Wellington，　N・Z・

所蔵　AMF－L－72（9）5400024047　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　　＊一〈1945＞一＊　　　　　　　　　　　　　　形態　　1microfilm；35　mm

【・・92］　　　　　　叢書麗惣；e蒜1霊；。：』bli，ati。n，；
書名　Census　of　1945：丘nal　population　6gures　　　　　　Ser．1，1945．1967

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．＿

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginally　published：Auckland：1、eightons，

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1947－14　p．．

叢書　International　population　census　publications；　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　所蔵　　［Reel　fbr　New　Zealandl：AMF－L－72（10）

注記　”Extract　ffom　Monthly　Abstract　of　Statistics，　　　　5400024070

　　　　　　　30th　April，1946”・－Caption　title．一　　　　　　　　　［Reel　Ibr　Niue＆Tokelau　Islandsl：AMF－L68

　　　　　　　0riginally　published：［Wellington：E．　V．　Paul，　　　5400022702

　　　　　　　Government　Printer，1946？F　l　l　p．．

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　【0096】

所蔵AMFL72（1・）54…242・3　　書名＝㌻麟＝鵠1麟1㌃sごnd
【00931　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　Interim　returns　of　ages，　maTital　status，　　　　　　　1977

　　　　　　　religious　pro飴ssions，　birthplaces，　duration　of　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　　・e・id・nce・f・verseas－b・m，・ace，　war　se，vi，e，叢書P・pul・ti・n　cen・u・，1945；v・3

　　　　　　　industries，　occupations，　occupational　status，　　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　travelling　time／compiled　by　the　Census　and　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．　　注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　published：Wellington：R・E・Owen，
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1950－v，58　P．．

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

叢書　Population　census，1945　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（10）5400024088

　　　　　　麗「聯・鑑u’ati二censuspub1’cat’°ns；晋7】Ag。、andm。，it。1，t。tu、／。。mpil。dbythe

所蔵　AMF－L－72（10）5400024054　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm

寳署4】＿＿〔一／＿d叢書 撚1繊1器』1－；

　　　　　　International　population　census　publications；　　【00981

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Dependent　children／compiled　by　the　Census

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．－　　　　and　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．

　　　　　　Originally　published：Auckland：Leightons，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1947－xiii，68　p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　1977

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　形態　1micro61m；35　mm

所蔵　AM早L－72（10）5400024062　　　　　　　　　叢書　Population　census，1945；v．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

［0095］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，　　　　叢書　Population　census，1945；v．9

　　　　　　Government　Printer，1952－52　p．．　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　　Ser．1，1945－1967

所蔵　AMF－L－72（10）5400024104　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Wellington：Gisborne　Herald，1951

［0099】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－vii，108　p．．

書名　Religious　pro飴ssions／compiled　by　the　Census編者　New　Zeala皿d．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　and　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N・Z・所蔵　AMFL72（10）5400024146

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［01031

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Incomes／compiled　by　the　Census　and

叢書　Population　census，1945；v．6　　　　　　　　　　　Statistics　DePta「tment，　Wellington’N’Z’

　　　　　　International　population　census　publications；出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　published：Wellington：R．　E，　Owen，　　　　叢書　Population　census，1945；v・10

　　　　　　Government　Printer，1952－iii，24　P．．　　　　　　　　　International　population　cellsus　publications；

編者　New　Zealand．　Census　a皿d　Statistics　Dept．　　　　　Ser・1，1945－1967

所蔵　AMF－L－72（10）5400024112　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，

【0100】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1952－ii，110　P・・

書名　Birthplaces　and　duration　of　residence　of　　　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

　　　　　　overseas－born／compiled　by　the　Census　and　所蔵　AMF－L72（10）5400024153

出版
ジ灘P漂＝㍑1鑑・馨碧4】＿lli＿＿／＿il。dbyt』

霊響＝＝＿．．出版灘罐：1：ご：ll＿，
　　　　　　麗「三a＝Tu’at’°ncensuspubllcat’　；形態1鷺cr。mm．35mm

注記

2馴＝品）C＝2誹at’st’csDept’注r麟麟；！・t・：÷＝鎮nally

［0・0・】　　　　　　　　　　　G°vemment　P「inte「・1952－ii，81　P一
書名 ；≧三瓢鑓漂andSt・ti・ti・・鷲瓢＝）C閲＝tatist’csDep七

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　［0105】

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Census　of　poultry／compiled　by　the　Census

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics　Deptartment，　Wdlington，　N．　Z．

叢書　Population　census，1945；v・8　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　1977

　　　　　　　Ser・1・1945－1967　　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally　　叢書　Population　census，1945；ApPendix　A

　　　　　　　published：Wellington：R・E・Owen，　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　Government　Printer，1951－v，33　P・・　　　　　　　　　Ser．1，1945．1967

編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

所蔵　AMF－L72（10）5400024138　　　　　　　　　　　　published：Auckland：Leightons，1947－vi，14

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・・

［0102】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

書名　Industries　and　occupations／compiled　by　the　所蔵　AMF．L72（10）5400024179
　　　　　　　Census　and　Statistics　Deptartment，

　　　　　　　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　　【01061

出版　Woodbridge，　Conn．：Resea正ch　Publications，　書名　War　service／compiled　by　the　Census　and

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（11）5400024229

形態　1micro61m；35　mm
叢書　Population　census，1945；ApPendix　B　　　　｛0110］

　　　　　　International　population　census　publications；　書名　Ages　and　marital　status／compiled　in　the

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　and　Statistics　Deptartment，

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　Wellington，　N・Z・

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Government　Printer，1950－20　P．．　　　　　　　　　　1977

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　形態　1micromm；35　mm

所蔵　AMF－L－72（10）5400024187　　　　　　　　叢書　Population　census，1951；v．2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

｛0107】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

書名　Usual　place　of　residence／compiled　by　the　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

　　　　　　Census　and　Statistics　Deptartment・　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1953－84

　　　　　　Wellington・N・Z・　　　　　　　　　　　　　　　　　P．．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

形態霊，。61m；35　mm　　　所蔵AMFL72（1・）54…24237

叢書　Population　census，1945；Appendix　C　　　　［01111

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　書名　　Religious　profbssions（including　summaries　fbr

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　dependent　children，　race　and　warservice）／

注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally　　　　　compiled　in　the　Census　and　Statistics

　　　　　　published：Wellington：R・E・Owen，　　　　　　　　　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．

　　　　　　Government　Printer，1952－8P・・　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　1977

所蔵　AMF－L－72（10）5400024195　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　・一〈195・〉一・　　　　叢書隠蒜㌶蒜1認；。㌦，publi，ati。n，；

［01081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

書名　Census　of　17th　April，1951：interim　returns　of注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally

　　　　　　population　and　dwellings／compiled　by　the　　　　　published：Wellington：R・E・Owen・1953－28

　　　　　　Census　and　Statistics　Deptartment，　　　　　　　　　　P・・

　　　　　　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L72（11）5400024245

　　　　　　1977

形態1mi。，。mm；35　mm　　　　　　［0112］
叢書　International　population　census　publications；　書名　Industries，　occupations　and　incomes／

　　　　　　Ser．1，1945．1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　compiled　in　the　Census　and　Statistics

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　Deptartment，　Wellington・N・Z・

　　　　　　published：WeUington：R．　E．　Owen，1951－36出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　P・・

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　形態　1micro丘lm；35　mm

所蔵　AMF－L72（11）5400024211　　　　　　　　叢書　Population　census，1g51；v．4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

［0109】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

書名　Increa8e　and　location　of　population／compiled注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

　　　　　　in　the　Census　and　Statistics　Deptartment，　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1954－

　　　　　　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　112　p．．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－72（11）5400024252

形態　1micro61m；35　mm
叢書　Population　census，1951；v．1　　　　　　　　［0113】

　　　　　　International　population　census　publications；　書名　Birthplaces　and　duration　of　residence　of

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0verseas－born／compiled　in　the　Census　and

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1953一　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　112p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Census　of　poultry／compiled　in　the　Census

叢書　Population　census，1951；v．5　　　　　　　　　　　and　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．

　　　　　　International　population　census　publications；出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　published：Wellington：R・E・Owen，1954－23叢書　Population　census，1951；ApPendix，　A

編⇒wZ・al－n、u，。ndSt。ti，ti。、D。pt．　黙「霊癬u’at’°ncen・u・publ’・ati・n・；

所蔵AMF－L72（11）54°°°2426・　　　注記At　h。ad。f　titl。、　N。w　Z。aland．－0，ゆally

l…4】　　　　　　　　　　published：W・llin帥・n・R・E・Ow・n，1952－19
書名 瓢蹴＝霊1蒜1普d編者：lwZ・a－・n・－ndStati・ticsD・p七

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L72（11）5400024302

　　　　　　1977

形態・mi。，。61m；35　mm　　　　　【°118］
叢書P。pul。ti。n，en，u，，・95・；v．6　　　書名晩tabl・・，195・－52　and　valu…f・nnuiti・・

　　　　　　International　population　census　publications；　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　形態　　1　microfilm；35　mm

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1954－56叢書　Population　census，1951；ApPendix　B

　　　　　　P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　　　　Ser・1，1945－1967

所蔵　AMF－L72（11）5400024278　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1954－31　p．：ill．．

【0115］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

書名 ＝瓢蒜霊P＝：d’nthe所蔵A－72（・・）54…243・・

　　　　　　W・llin帥・n・N・Z・　　　　　　【0119］
出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　書名　Population　census，1951：New　Zealand　l漉

形態1忽，。61m；35mm　　　臨㌶1認＝1：！霊蒜・
叢書　Population　census，1951；v．7　　　　　　　　　　　1ives／compiled　in　the　Census　and　Statistics

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．

　　　　　　Ser・1・1945－1967　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　1977

　　　　　　publi・h・d・W・llin帥・n・R・E・Ow・n，1954－31形態1mi。，。61m；35　mm

ごご㌫）c㌶ご一曇竃竃竃鷲∴㌔：：㌘；
【0116］　　　　　　　　　　　　M・nthly　Ab・t・a・t・f　St・ti・ti・・”・－At　h・ad・f
書名G・n。・al，ep。，t／，。mpil。d　in　th。　C。n，u，　and　　titlei　New　Z・aland・－O・iOnally　publi・h・；・

　　　　　　St・ti・ti。，　D。pt輌。nt，　W。llin帥。n，　N．　Z．　　Wellm臼゜n・R・E・Ow・n，1953－17　P・・lll・・

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－72（11）5400024328

形態　1micro61m；35　mm
叢書P。pul。ti。n　cen、u，，1951；v．8　　　［°12q
　　　　　　International　population　census　publications；　書名　　Population　census，1951：New　Zealand　lifb

　　　　　　Ser．1，1945＿1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　tables・1950－52：expectations　of　lifb：chance

注記At　h・ad・f　titl・・N・w　Z。aland．－0卿ally　　°f　liv！ng　rnd　dying・t・a・h・g・・．Ma・・i　liv・・／

　　　　　　publ拍h・d・W・llin帥。n，R．　E．　Ow。n，1956－　　c°mpll・d　ln　th・C竺・u・and　St・t・stics

　　　　　　195P．．　　　　　　　　　　　D・pt・・tm・nt，　W・llmgt・n，　N・Z・
編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

所蔵　AMF－L72（11）5400024294　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　AMF－L－72（11）5400024294　　　　　　　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

［0117］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967
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注記　”Special　supplement　to　July　1953，　issue　of　　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　　Monthly　Abstract　of　Statistics”・－At　head　of　叢書　Population　census，1956；v．2

　　　　　　　title：New　Zealand．－Originally　published：　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　Wellington：R．　E．　Owen，1953－12　p．．　　　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

所蔵　AMF－L－72（11）5400024336　　　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1958－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　130p．：ill．．

【0121】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zeala皿d．　Dept．　of　Statistics

書名　Maps　of　urban　areas／issued　by　the　Census　　所蔵　AMF－L72（12）5400024377
　　　　　　　and　Statistics　Deptartment

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　【0125］

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Religious　pro飴ssions／compiled　in　the

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington

叢書　International　population　census　publications；　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

注記　”The　maps　in　this　volume　show　urban　area　　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　　boundaries　as　revised　in　1951”．－At　head　of　叢書　Population　census，1956；v．3

　　　　　　title：New　Zealand．－Originally　published：　　　　　　　International　population　census　publicatiolls；

　　　　　　Wellington：R．　E．　Owen，1952－15　maps．　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept，　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originaユly

所蔵　AMF－L－72（11）5400024344　　　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1958－36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P・・

　　　　　　　＊一〈1956＞一＊　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

［・・22】　　　　　　　　所蔵AMF－L72（12）54°°°24385
書名　　Census　of　17th　April・1956：interim　returns　of［0126】

　　　　　　population　and　dwellings／compiled　in　the　　書名　　Industries　and　occupations／compiled　in　the

　　　　　　Department　of　Census　and　Statistics，　　　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington

　　　　　　Wellington・N・Z・　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

形態1mi…61m；35　mm　　　　　叢書P。pul。ti。n　cen，u，，1956；v．4
叢書Int・mati・nal　p・pul・ti・n・en・u・publi・・ti・n・；　　Int。，nati。nal　p。pul。ti。n　cen、u，　publi。ati。n，；

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Wellington：R・E・　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

　　　　　　Owen，1956－27　P・・　　　　　　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1959一

編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・　　　　　148　P．．

所蔵　AMF－L－72（12）5400024351　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－72（12）5400024393
［0123】

書名　Increase　and　location　of　population／compiled　lO127］

　　　　　　in　the　Deptartment　of　Statistics，　Wellington　　書名　Incomes／compiled　in　the　Deptartment　of

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Statistics，　Wellington

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

叢書　Population　census，1956；v．1　　　　　　　　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Population　census，1956；v．5

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　published：Wellington：R・E・Owen，1957一　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－OriginaJly

　　　　　　124p．：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1959－39

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　p．．

所蔵　AMF－L－72（12）5400024369　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（12）5400024401

【01241

書名　Ages　and　marital　status／compiled　in　the　　［0128］

　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington　　　　書名　Birthplaces　and　duration　of　residence　of

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　　　　overseas－born／compiled　in　the　Deptartment
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　Statistics，　Wellington
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出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　General　report／compiled　in　the　Deptartment

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0f　Statistics，　Wellington

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Population　census，1956；v．6　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　叢書　Population　census，1956；v．10

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1959－32　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　p一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1960一

所蔵　AMF－L72（12）5400024419　　　　　　　　　　　　133　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

【0129】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF↓72（12）5400024450
書名　Race／compiled　in　the　Deptaエtment　of

　　　　　　Statistics，　Wellington　　　　　　　　　　　［0133】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Census　of　poultry／compiled　in　the

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Population　census，1956；v．7　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Population　census，1956；Appendix　A

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　Intemational　population　census　publications；

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1959－40　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1958－19

所蔵　AMF－L72（12）5400024427　　　　　　　　　　　　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

［01301　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（12）5400024468
書名　Maori　population　and　dwellings／compiled　in

　　　　　　the　Deptartment　of　Statistics，　Wellington　　　【01341

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　New　Zealand　liib　tables，1955－1957／compiled

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　the　Deptartment　of　Statistics，　Wellington

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

叢書　Population　census，1956；v．8　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　microfilm；35　mm

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　叢書　Population　census，1956；Appendix　B

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1960－　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　102p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　Published：Wellington：R・E・Owen，1961－23

所蔵　AMF－L72（12）5400024435　　　　　　　　　　　　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

【01311　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L－72（12）5400024476
書名　　Dwellings　and　households／compiled　in　the

　　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wbllington　　　　　［01351

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　書名　Tbkelau　Islands：report　fbr　the　year　ended　31

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　March　1957

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

叢書　Population　census，1956；v．9　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　　1nternational　population　census　publications；　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

注記　　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1959－92注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　　p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wellington：Government　Printer，1958－p．

編者　New　Zeala皿d．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　105－118・－Extract伽m：ApPendix　to　the

所蔵　AMF－L－72（12）5400024443　　　　　　　　　　　　Journals　of　the　House　of　Representatives　of
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　New　Zealand　1957，　Vbl．1，　A．

10132】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　House　of　Representatives
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所蔵　AMF－L－68　5400022835　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

　　　　　　・一〈・96・〉一・　　　　　霊ed：［Wel”n臼゜n：RE°wen・1965］－

10136］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

書名　Increase　and　location　of　population／compiled所蔵　AMF－L－72（13）5400024518

　　　　　　；；；eDepta「tment°fStatist’cs，　We’”n帥゜n，［・・4・】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Incomes

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　　Population　census，1961；v．1　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　International　population　census　publications；　叢書　Population　census，1961；v・5

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originaユly　　　　　SeL　I・1945－1967

　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1962－97　　　　Department　of　Statistics　Publication

　　　　　　P．：ill．，　maps．－Includes　index．　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　Published：［Wellington：R・E・Owen・

所蔵　AMF－L－72（13）5400024484　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1964】－47　P・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

〔01371　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（13）5400024526
書名　　Ages　and　marital　status／compiled　in　the

　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington，1963　　【0141】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Birthplaces　and　duration　of　residence　of

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　persons　born　overseas／compiled　in　the

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington，1963

叢書　Population　census，1961；v．2　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　1977

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

注記　At　head　of　title：New　Zealand・－Originally　　叢書　Population　census，1961；v．6

　　　　　　published：Wellington：R・E・Owen，1963－92　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　p．：ill．．－Includes　index．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

編者　New　Zealand・Dept・of　Statistics　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

所蔵　AMF－L－72（13）5400024492　　　　　　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1964－26

　　　　　　※互brary　has　also　printed　fbrm：Ld．56－1　　　　　　　p．：ill．．

寳28］R。ligi。u，p，。琵ssi。n、／。。mpil。dinthe麟＝謡6・激stics

　　　　　　D。pt。，tm。nt。f　St。ti，tics，　W。llin帥。n，1964　　※Ub・a・y　h品・1・・P・int・d品・m・Ld・56－1

出版W・・db・idg・，　C・nn・・Re・ea「ch　Publicati°n・，1・・42］

形態1三1…Olm；35mm　　書名認i＝蒜驚　m・nt・f
叢書P・pula輌cen・u・，1961；v・3　．．　出版W。。db，idg。，　C。nn．、R。，ea，ch　Publi。ati。n，，

注記竃㌔嘘÷㌘蕊；形態1鑑輌；35mm
　　　　　　publi，h。d，［W。llin帥。n、R．　E．　Ow。n，・964］－27蛙P・pul・tl・n　cen・u・，1961；v・7　．．

編者；。↓’；』D。pt．。fSt。ti，tics　　麗「：a；霊㍑lat1°ncensuspubillat1°ns；

所蔵AMFL72（13）54…245・・　　注記蹴蒜f蒜蹴leta；㌦㌫¶跳39
｛0139】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　p．．

書名　Industries　and　occuptions　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

出版　Woodbridge，　Conn．：ReseaTch　Publications，　所蔵　AMF－L－72（13）5400024542

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Libraエy　has　also　printed　fbrm：Ld．56－1

形態　　1micro61m；35　mm
叢書　Population　ce鵬us，1961；v．4　　　　　　　　【01431

　　　　　　1nternationaユpopulation　census　publications；　書名　Maori　population　and　dwellings

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Department　of　Statistics　Publication　　　　　　　　　　1977
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形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　New　Zealand　life　tables，1960－62／compiled　in

叢書　Population　census，1961；v．8　　　　　　　　　　　the　Deptartment　of　Statistics，　Wellington，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　1965

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Department　of　Statistics　Publication　　　　　　　　　　1977

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　published：［Wellington：R・E・Owen，　　　　叢書　Population　census，1961；ApPendix　B

　　　　　　Government　Printer，1965］－87　p．：ill．．　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

所蔵　AMF－L－72（13）5400024559　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　published：［Wellington：R．　E．　Owen，1965］一

［0144］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　21p．：ill．．

書名　Dwellings　and　households　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　所蔵　AMF－L－72（13）5400024591
　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1966＞一＊

叢書 監＝：＝1㌫；，：C：，publi。ati。n，；［・・48］

　　　　　　Ser．1，1945．1967　　　　　　　　　　　　　書名　Provisional　report　on　population　and　dwellings

　　　　　　Department　of　Statistics　Publication　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　　　　1977

　　　　　　publ拍hed：［Wellington：R．　E．　Owen，　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Govemment　Printer，1964］－104　P．：il1．．　　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　dwellings　1966

所蔵　AMF－L－72（13）5400024567　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

101451　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：R．　E
書名　The　New　Zealand　people　1961：general　report　　　　Owen，［1966］－28　P・・

　　　　　　on　the　1961　population　census　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L72（14）5400024609
　　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　［01491

叢書　Population　census，1961；v．10　　　　　　　書名　Increase　and　location　of　population

　　　　　　International　population　census　publications；出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　Department　of　Statistics　Publication　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm

注記　Originally　published：｛Wellington：R．　E．　　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and

　　　　　　　Owen，　Government　Printer，1965］－120　P．：　　　　　　　dwellings　1966；v・1

　　　　　　　ill．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　Ser・1・1945－1967

所蔵　AMF－L－72（13）5400024575　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：R・E・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Owen，［1967ト83　p．：ilL，　maps．

［0146］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

書名　Census　of　poultry／compiled　in　the　　　　　所蔵　AMF－L－72（14）5400024617

　　　　　　　Deptartment　of　Statistics，　Wellington，1963　　　　　※Ubrary　h品also　printed飴rm：Ld．56－1

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［01501

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　書名　Ages　and　marital　status

叢書　Population　census，1961；ApPendix　A　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，
　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　1977

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　形態　1micro田m；35　mm

注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and

　　　　　　　published：Wellington：R．　E．　Owen，1963－23　　　　dwellings　1966；v・2

　　　　　　　P．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

編者　New　Zeala皿d．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

所蔵　AMF－L72（13）5400024583　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：R・E
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Owen，［1968］－92　p．：ill．．

P147］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics
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所蔵　AMF－L72（14）5400024625　　　　　　　　［01551
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Race

［01511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　Religious　profbssions　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　dwellings　1966；v．7
叢書　New　Zealand　census　of　population　and　　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　dwellings　1966；v．3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　1nternation｛d　population　census　publications；注記　Originally　published：Wellington：A・R・

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shearer，［19691－40　p．：ill．．

注記　Originally　published：Wellington：R・E・　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

　　　　　　Owen，［1968］－28　P・：ilL・　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（14）5400024674

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

所蔵　AMF－L72（14）5400024633　　　　　　　　　［01561
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Maori　population　and　dwellings

［0152］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　Industries　and　occupations　　　　　　　　　　　　　　1977

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　dwellings　1966；v・8
叢書　New　Zealand　census　of　population　and　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　dwellings　1966；v．4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　　1nternational　population　census　publications；注記　Originally　published：Wellington：A・R・

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shearer，［1969F　132　p．．

注記　Originally　published：Wellington：A・R・　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

　　　　　　　Sheaエer，｛1969］－172　P・：ill・’　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（14）5400024682

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

所蔵　AMF－L72（14）5400024641　　　　　　　　［0157】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Dwellings

［01531　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

書名　　Incomes　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　dwellings　1966；v．9．Dwellings　and

叢書　New　Zeala皿d　census　of　population　and　　　　　　　households；Pt．　A
　　　　　　　dwellings　1966；v．5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：A・R・

注記　Originally　published：Wellington：A．　R．　　　　　　Shearer，［1969］－79　p，：ilL

　　　　　　　Shearer，［196gl－52　P・：i1L・　　　　　　　　編者　New　Zealand・Dept・of　Statistics

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　所蔵　AMF－L72（14）5400024690

所蔵　AMF－L72（14）5400024658
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［01581

10154］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Households
書名　Education　and　birthplaces　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　1977

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

形態　1micro田m；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　New　Zealand　census　of　population　and
叢書　New　Zeaユand　census　of　population　and　　　　　　　dwellings　1966；v．9．Dwellings　and

　　　　　　　dwellings　1966；v．6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　households；Pt．　B

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Wellington：A．　R．　　　注記　Originally　published：Wellington：A．　R．

　　　　　　　Sheaαer，［1969］－52　p．：ilL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Shearer，｛1970］－128　p．．

編者　New　Zeala皿d．　Dept．　of　Statistics　　　　　　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

所蔵　AMF－L72（14）5400024666　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（14）5400024708
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10159］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

書名　The　New　Zealand　people　1966．：general　report　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，

　　　　　　on　the　census　of　population　and　dwellings，　　　　　　1953－1956・－Orig二nally　continues：Economic

　　　　　　1966　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　review　of　New　Zeaユand．－Originally　continued

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　by：Three　monthly　economic　review　of　New
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zealand．

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　別書名Economic　review　of　New　Zealand
叢書　New　Zealand　census　of　population　and　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britajn）

　　　　　　dwellings　1966；v．10　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　5－7・S－16（1953－1956）AMS－L19（33）

　　　　　　隠㌶鵬蒜＝：謡i。ati＿；1・・631

　　　　　　Ser．1，1945．1967　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Three　monthly　economic　review　of　New

注記0，i亘nally　publi、h。d、　W。llin帥。n、A．　R．　　Z・al㎝d・一［Mi…丘・he　ed・］

　　　　　　　Sheaエer，11971】－140　P．：ill．．　　　　　　　　巻次等No・17（Apr・1956）－no・47（Oct・1963）

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　出版　London：World　Micromms，　in　asso三iation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unlt，c1970

所蔵　AMF－L－72（14）5400024716
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　25micro6ches；11　x　15　cm

［01601　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Microfbrm　reproduction・Originally　published：

書名　Summary　results　　　　　　　　　　　　　　　　London：Economist　Intelhgence　Unit，

叢書N・wZ・aland　cen・u・・f　p・pul・ti・n　and　　　　・upPl・m・nt．　N・w　Z・aland．1958－1963．－

　　　　　　　dwellings　1966　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginally　nos．23（Oct．1957）－have　title：

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　Three－monthly　economic　review．　New

　　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zealand．－Originally　continues：Quaエterly

注記　Originally　published：｛Wellington：A．　R．　　　　　　economic　review　of　New　Zealand．－Originally

　　　　　　　Shearer，1971？］－25　P．：ill．．　　　　　　　　　　　　　　continued　by：Quarterly　economic　review．

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　New　Zealand・

所蔵　AMF－L－72（14）5400024724　　　　　　　　男ll書名Economic　review　of　New　Zealand
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Three－monthly　economic　review．　New　ZeaJand

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

経済統計一般　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1τ18，　SO－47（1956－1963）AMS－L19（33）

［01611　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［01641

書名　Economic　review　of　New　zealand．一［Microfiche　書名　Quarterly　economic　review・New

　　　　　　ed．l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zealandr［Microfiche　ed．1

巻次等No．1（Apr．1952）－no．4（Jan．1953）　　　　　巻次等48（Fbb・1964）－56（Dec・1965）；1966，　no・1

出版　London：World　Micro61ms，　in　association　　　　　　（Mar・1966）－1970，　no・4（Dec・1970）

　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1973　出版　London：World　Micro61ms，　in　association

形態　2micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit・

注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：　　　　c1970－c1972

　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，　　　　形態　　17　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　　1952－1953．－Originally　continued　by：　　　　注記　Microfbrm　reproduction・Originally　published：

　　　　　　Quarterly　economic　review　of　New　zealand．　　　　　　London：Economist　Intelligence　unit・

編者　Economist　Intelligence　unit（Great　Britain）　　　　　19◎4－1970・－Filmed　with：Quaエterly　economic

所蔵V・L・－4（・952－・953）AMS－L－19（33）　　蒜㌶瓢：罪惣：認蕊漂も．

【・・62】　　　　　　　　　　qua「te「ly　ec・n°mi・・evi・w・元・w　ZC瓠and・
酩Qua・t・・lyecgn・mi・・evi・w・fN・w　　2：漂1＝：；Jl＝c、聯；；。ご
　　　　　　　Z・aland・一［M・c・・丘・he　ed・］　　　　　0，i亘n訓1y・968，　n。．・（Ma，．・968）．・969，　n。．4

巻次等No・5（May　1953）－no・16（Jan・1956）　　　　　　　　（Dec．1969）have　title：Quarterly　economic

出版　London：World　Micromms，　in　association　　　　　　reviews．　New　Zealand．－Originally　continues：

　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，　　　　　　　　Three　monthly　economic　review　of　New

　　　　　　　c1970－C1973　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　zealand．－Originally　conti皿ed　by：Quarterly

形態　6micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　economic　review．　New　Zealand，　FUi．
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別書名Economic　review　of　New　Zealand　　　　　　巻次等一1977／1979（1977／1979）

　　　　　　　E．1．U．　Quarterly　economic　review．　New　　　　出版　（：In－house　reproduction）

　　　　　　　Zealand　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　v．：ill；30　cm

　　　　　　　Quarterly　economic　reviews・New　zealand　　注記　Description　ba8ed　on：1976．77．－Micromm．

編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　　　　　Originally　published：Wellington：Dept．　of

所蔵　VOL　48－56；1966－1970（1964－1965；1966－1970）　　　　Statistics，－1980．－Vbl．　fbr　1976／77　called　also

　　　　　　　AMS－L19（33）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2nd　v．　in　preface．－Vbl．　fbr　1976／77　includes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　data　fbr　previous　two　collection　year，　July

【0165】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1974．June　1975，　April　1975－March　1976．一

書名　Quarterly　economic　review・New　zealand，　　　　　Originally　continued　by：New　zealand

　　　　　　　珂i．一［Micro丘che　ed．】　　　　　　　　　　　　　　　　household　survey↓

巻次等1971，no・1（Apr・1971）一　　　　　　　　　　別書名Household　survey　report

出版　London：World　Micro61ms，　in品sociation　　　　　　Department　of　Statistics　Publication

　　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit，c1974一　編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1976－1979（1976－1979）AMF－L181（6）

注記　Microfbrm　reproduction．　Originally　published：

　　　　　　　London：Economist　Intelligence　Unit，1971－．

　　　　　　　－Film・d　with・QER・N・w　z・aland，　FUi・　　貿易

　　　　　　　Annuaユsupplement．1971－．－Originally　1971，

　　　　　　　no．2（July　1971）－1976，　no．3（Sept．1976）．一　　　［0168］

　　　　　　　Originally　ISSN：01424262．－Originally　　　書名　Exports：avolume　of　statistics　consolidating

　　　　　　　continues：Quarterly　economic　review．　New　　　　　　earlier　releases，　with　some　additions／

　　　　　　　Zealand．－Originally　ceased　with　1984，　no．4　　　　　Department　of　Statistics

　　　　　　　（1984）；and　section　on　Fiji　merged　with：　　　巻次等Annual　v．1982（1982）－1986－87（1986／1987）

　　　　　　　section　on　Papua　New　Guinea　of　Quarterly　　出版　Wellington，　N．Z．：DePt．　of　Statistics，

　　　　　　　economic　review　of　Australia，　Papua　New　　　　　　　1983．1988

　　　　　　　Guinea，　to　fbrm：Quarterly　economic　review　of形態　micro6ches＋index　vol．（30　cm．）

　　　　　　　Paci丘c　Islands；and　sectやn　o竺New　Zealand　　注記　Title　from　index　volumes・s　cover．－Report

　　　　　　　隠n薯三a「te「’yec°n°m’c「ev’ew°fNew　麟・＝；6、：＝蒜。D。p七

別書名Economic　review　of　New　Zealand　and　Fiji　　　　　　of　Statistics．－Merged　with：Report　and

　　　　　　　QER・New　zealand，　Fiji　　　　　　　　　　　　　　　　analysis　of　external　trade，　and：Imports

　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　New　zealand・　　　　　（wellington，　N．z．，：1983），　to　fbrm：Overseas

　　　　　　　FUi　　　　　　　　　　　t・ad・（W・llin帥・n，　N．Z．）．－C・ntinues・
編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）　　　　　Exports　statistics（Wellington，　N．Z．）．

所蔵　VOL　1971－1983（1971－1983）AMS－L19（33）　　　　　ISSN：0112－3106．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Exports（1983）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Exports（1983）

世帯・家計　　　　　　　　　　　　編者　N。w　Z。aland．　D。pt．。f　St。ti、ti。、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics．　External

［01661　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trade　Statistics　Section

書名　New　Zealand　household　survey　　　　　　　所蔵　VOL　1982－1987（1982－1987）AMS－15

巻次等1Apr・1979－31　Mar・1980（1　Apr・1979－31　　　　　※Vbls．　up　to　1981　in　printed　fbrm：Leb．56．7

　　　　　　Mar．1980）一

出版　（：In－house　reproduction）　　　　　　　　　［0169】

形態　v．：ill．；30　cm　　　　　　　　　　　　　　書名　Imports：avolume　of　statistics　consolidating

注記　Title　from　original　cover．－Micro丘lm．　　　　　　　earlier　releases，　with　some　additions／

　　　　　　Originally　published：Wellington：Dept．　of　　　　　Department　of　Statistics

　　　　　　Statistics，1981－．－Report　year　ends　Maエ．31．巻次等Annual　v．1981－82（1981／82）－1986－87

　　　　　　－Originally　continues：New　Zealand．　Dept．　of　　　　　（1986／87）

　　　　　　Statistics・New　Zealand　household　survey　　　出版　Wellington，　New　Zealand：Dept．　of　Statistics

　　　　　　report．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，1983－1988

別書名Depaエtment　of　Statistics　publication　　　　　形態　micro6ches＋index　vol

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　注記　Title　from　index　volume’s　cover．－Produced

所蔵　VOL：1979－1980（1979－1980）AMF－L181（6）　　　　　in：the　External　Trade　Statistics　Section　of　the
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Dept．　of　Statistics．－Merged　with：Report

［0167］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a皿danalysis　of　external　trade，　and：Exports

書名　New　Zealand　household　survey　report　　　　　　　（Wellington，　N．Z．：1983），　to㊤rm：Overse｛娼
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　　　　　　trade（Wellington，　N．Z．）．－Continues：Imports【01731

　　　　　　（in　printed　fbrm）・　　　　　・　　　　　　　書名　Financial　statement／Minister　of

編者　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics　　　　　　　　　　Finance．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　New　Zealand．　Dept．　of　Statistics．　External　　巻次等一1983（1983）

　　　　　　Trade　Statistics　Section　　　　　　　　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988

所蔵　VOL：1981－1987（1981－1987）AMS－14　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　※Vbls・up　to　1981　in　printed　fbrm：Leb・56－8　注記　Description　based　on：1975．＿Micro丘che．

　　　　　　＆L・b・56－9　　　　　　　　　0・igin泣ly　publi，h。d、　W。llin臼。n、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，．－Originally　continued

金融・財政・開発　　　　別酩誌dget’

繊㌫一一一剛篇還；熱7二4（A＆198）
出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988　　10174】

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　書名　Reserve　Bank　bulletin／Reserve　Bank　of　New

注記　Micro丘che．　Originally　published：Wellington　l　　　　Zeala皿d．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　Government　Printer・1984－1988・－Issued　in　　巻次等Vbl．45，　no．4（May　1982）－

　　　　　　two　pa「～s・Pa「t　I：Speech　and　annex・Part　II：　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990

編者

所蔵　VOL：1984－1986（1984－1986）AMS－4（AS－198）　　　　Zealand　bulletin．

1・・7・｜　　　　　　　　　別書名N・wZ・al㎝d…p・・at・丘…ial・tati・tics
書名C。mm。nta，y。n　th。巴tim。t。，。f　the　　編者R・・ew・』k・f　N・w　Z・aland
　　　　　　expenditure　of　the　government　of　New　Zealand所蔵　VOL　42（4），　S3－51，　S2（2－4）（1982－1989）

　　　　　　飴・th・y・訂・nding　31　M・・ch．…－IMi。，。丘。h。　　AMS－4（S－297）

　　　　　　ed．］

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

形態　microfiches；11　x　15　cm

注記　Description　based　on：1986．－Micro6che．

　　　　　　Originally　published：Wellington：V．R．　Ward，

　　　　　　Government　Printer．

別書名Estimates　commentary
　　　　　　Budget　papers

編者　New　Zeaユand

所蔵　VOL　1985－1986（1985－1986）AMS－4（AS－197）

［0172】

書名　Estimates　of　the　expenditure　of　the

　　　　　　government　of　New　Zealand　fbr　the　year

　　　　　　ending　31　March．＿一［Microfiche　ed．］

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988

形態　micro6ches；11　x　15　cm

注記　Description　based　on：1975／76（1975／76）．－

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Wellington：

　　　　　　Government　Printer．－Report　yeaエends　Mar．

　　　　　　31．－Vbls．　fbr　1980／81（1980／81）一．

編者　New　Zealand
所蔵　VOL　1975－1987（1975－1987）AMS－4（AS－196）

　　　　　　※lack：1984／85（2）；1985／86；1986／87（2）
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クック諸島　　，　　館認＝霊＝1麗n；。二、publi。ati。n，；
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　0・igi杣y　Publ姪h・d・W・llingt・n・W．　A．　G．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1927－15　p．．

［0001】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Dependencies：Cook　Isla皿ds　and　Niue，

書名　Cook岳lands：annual　report品r　year　ended　31　　　　Tbkelau　Islands，　Western　Samoa

　　　　　　March　1952　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　OHice

出版 ㌫db「idge，　C°　：Rese　h　Publ’cat’°ns・所蔵AMF－L72（8）54…237・8

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1936＞一＊

叢書　International　population　census　publications；
　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0004］

注記　Originally　published：Wellington：ls．n．］，1952　書名　Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，

　　　　　　－82P．．－Contents：Cook　Islands（56　P．）－　　　　　　Tbkelau　Island，　Western　Samoa（summary

　　　　　　Niue（p．57－82）．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　only）／compiled　by　the　Census　and　Statistics

内容　Cook　Islands．＿Niue．　　　　　　　　　　　　　　Department，　Wellington，　N・Z・

編者　New　Zealand．　Dept．　of臨1and　Tbrritories　　　出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，

所蔵　AMF．L68　5400022579　　　　　　　　　　　　　　［1981］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micromm；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　　Population　census，1936；v．2

人・統計　　　　　　　文漂t麗聯pulat’°n　censuspubl’cati°ns；

　　　　　　＊一〈1921＞一＊　　　　　　　　　　　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zeala皿d．－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，

【00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1937－11　p．．

書名　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New　　編者　New　Zeaユand．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　Zealand　taken　fbr　the　night　of　the　17th　April・　所蔵　AMF－L－72（9）5400023890

　　　　　　1921／compiled　in　the　census　and　statistics

　　　　　　ofHce，　Wellington　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1945＞一＊

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publicatio耶，

　　　　　　［19811　　　　　　　　　［00051
形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　書名　Island　territories：Cook　Islands　and　Niue，

叢書　　International　population　census　publications；　　　　　Tbkelau　Island，　Western　Samoa／compiled　by

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Census　and　Statistics　Deptartment，

注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F．　　　　Wellington，　N・Z・

　　　　　　Marks，　Government　Printer，1921．　　　　　出版　Woodbridge，　Co皿・：Research　Publications，

内容　ApPendices，　A．　Maori　census．－B．　Census　of　　　　1977

　　　　　　Cook　and　other　annexed　Paci丘c　Islands．＿C．　形態　　1　micro丘lm；35　mm

　　　　　　Census　of　Western　Samoa．－D．　Public　　　　叢書　Population　census，1945；v．2

　　　　　　1ibraries．－E．　Religious　denominations，　place　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　of　worship．－F．　Poultry　and　bees．　　　　　　　　　　　　Ser・1，1945－1967

編者　New　Zealand．　Government　Statistician，s　Of6ce注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一

所蔵　ApPendices，　A．　B．　C．：AMF－L－72（7）　　　　　　　　Originally　published：Auckland：Leightons，

　　　　　　5400023643　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1947－14P・・

　　　　　　ApPendices，　D．　E．：AMF－L－72（7）5400023650編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・

　　　　　　ApPendices，　F：AMF－L72（7）5400023668　　所蔵　AMF－L68　5400022702

＊一 〈1926＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1951＞一＊

【00031　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00061

書名　Census　of　New　Zealand’s　dependencies：Cook　書名　General　report

　　　　　　Islands　and　Niue，　Tbkelau　Islands，　Western　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Samoa／compiled　in　the　census　and　statistics　　　　　1977

　　　　　　0伍ce，　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　形態　　1　microfilm；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　叢書　Population　census，1951；v．8
　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967



321

注記　Originally　published：Wellington：

　　　　　Government　Printer，1956－195　p．．

編者　New　Zealand．　Census　a皿d　Statistics　Dept．

所蔵　AMF－L－68　5400022710
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ニウエ　　　　　　　　　　　　注記　61i隠：1：f認1，こ㌃蒜：：砥霊語悟警‡厄

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1937－11　p．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

一般統計　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMFL72（9）5400023890

［0001】　　　　　　　　　　　　　＊一〈1945＞一・
書名　Cook　Islands：a皿ual　report　fbr　yeaエended　31

　　　　　　March　1952　　　　　　　　　　　　　　　　【0004】

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　書名　Island　territories：Cook　Islands　and　Niue，

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Tbkelau　Island，　Western　Samoa／compiled　by

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　the　Census　and　Statistics　Deptartment，

叢書Int・・nati。nal　p。pul。ti。n　cen，u、　publi，ati。n，；　　W・11in臼・n，　N・Z・

　　　　　　Ser．1，1945．1967　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

注記O・iginally　publi・h・d・W・llin帥。n、［、．n．］，1952　　1977

　　　　　　－82P．．－Contents：Cook　Islands（56　P．）一　　形態　　1　mlcromm；35　mm

　　　　　　Niu・（P．57－82）．　　　　　　　叢書P・pulati・n・en・u・，1945；v・2

内容　Cook　Islands．＿Niue．　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

鷲：＝nd；；1㌫」・land－・i・・注記誌＝1：7D。mini。n。fN。wZ，alan乱一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〇riginally　published：Auckland：Leightons，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1947－14p．．

人・統計　　　　　鷲温瓢；）C蒜㌶7警atisticsDept’
　　　　　　・一〈1926＞一　　　　　　　　　AMF－L－685400022702
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF－L70　5400023064

100021
書名　Census　of　New　Zealand・s　dependencies：Cook　　　　＊一〈1951＞一＊

形態1mi…Olm；35　mm　　　　　形態1mi。，。mm；35　mm
叢書P・pul・輌ce耶u・，1926；v・2　．．　叢書P。pul。ti。n　cen，u，，・95、；v．8

一

所蔵　AMF－L72（8）5400023718

＊一 〈1936＞一＊

【0003］

書名　Dependencies：Cook丘lands　and　Niue，

　　　　　　Tokelau　Island，　Western　Samoa（summary

　　　　　　only）／compiled　by　the　Census　and　Statistics

　　　　　　Department，　Wellington，　N．　Z．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　［1981］

形態　1micro丘1m；35　mm
叢書　Population　census，1936；v．2

　　　　　　1nternationaJ　population　census　publications；

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945
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トケラウ諸島，　　注記合li麗1；f；霊，霊惣盟1三蕊霊，－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1947－14p．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L72（10）5400024070
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF－L－68　5400022702

　　　　　　＊一〈1926＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF．L70　5400023064

10001】　　　　　　　　　　　　・一〈1951＞一・
書名　Census　of　New　Zealand’s　dependencies：Cook

　　　　　　Islands　and　Niue，　Tbkelau　Islands，　Western　　［00041

　　　　　　Samoa／compiled　in　the　census　and　statistics　書名　General　report／compiled　in　the　Census　and

　　　　　　o伍ce，　Wellington，　N・Z・　　　　　　　　　　　　　Statistics　Deptartment，　Wellington，　N．　Z．

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　［19811　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm
叢書　Population　census，1926；v・2　　　　　　　　叢書　Population　census，1951；v．8

　　　　　　1nternational　population　census　publications；　　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand・一　注記　At　head　of　title：New　Zealand．－Originally

　　　　　　Originally　published：Wellington：W・A・G・　　　　published：Wellington：R，　E．　Owen，1956－

　　　　　　Skinner，　Government　Printer，1927－15　P・・　　　　　　195　P．．

別書名Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，　　　編者　New　Zeala皿d．　Census　and　Statistics　Dept．

　　　　　　Tbkelau　Islands，　Western　Samoa　　　　　　　所蔵　AMF－L－72（11）5400024294

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Of6ce　　　　　　AMF．L68　5400022561

所蔵　AMF－L72（8）5400023718
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1957＞一一＊

　　　　　　＊一〈1936＞一＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00051

［00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Tbkelau　Islands：report　fbr　the　year　ended　31

書名　Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，　　　　　　　March　1957

　　　　　　Tbkelau　Island，　Western　Samoa（summary　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　0nly）／compiled　by　the　Census　and　Statistics　　　　　1977

　　　　　　Department，　Wellington，　N・Z・　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　叢書　International　population　census　publications；
　　　　　　　［1981］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　注記　Caption　title．－Originally　published：

叢書　Population　census，1936；v．2　　　　　　　　　　　Wellington：Government　Printer，1958－p．

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　105－118．－Extract　fごom：ApPendix　to　the

　　　　　　　Ser・II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Journak…of　the　House　of　Representatives　of

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．－　　　　New　Zealand　1957，　Vbl．1，　A．

　　　　　　　Originally　published：Wellington：E・V・Paul，編者　New　Zealand．　House　of　Representatives

　　　　　　　Government　Printer，1937－11　P・・　　　　　　所蔵　AMF．L．68　5400022835

編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Dept．

所蔵　AMF－L72（9）5400023890

＊一 〈1945＞一＊

10003】

書名　Island　territories：Cook　Islands　and　Niue，

　　　　　　Tbkelau　Island，　Western　Samoa／compiled　by

　　　　　　the　Census　and　Statistics　Deptaエtment，

　　　　　　Wellington，　N．　Z．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm
叢書　Population　census，1945；v．2

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967
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ミクロネシア　　　　人・統計
グアム　　　　　　　　＊一〈195°〉一＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［00041

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Number　of　inhabitants

一
般統計　　　　　　　　　　　　　出版　W°°db「idge，　C°nn’：Resea「ch　Publicati°ns，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

10001］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1micro狙m；35　mm

書名　Annual　economic　review　and　statistical　　　叢書　Census　of　population，1950／U．S．　Department

　　　　　　abstract，　Guam・一［Microfiche　ed・］　　　　　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988－　　　　　International　population　census　publications；

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Description　based　on：1984．－Issues　fbr　1987一　注記　At　head　of　title：Areport　of　the　seventeenth

　　　　　　have　title：Annual　economic　review　and　　　　　　　　decennial　census　of　the　United　States．－

　　　　　　statistical　abstract．－Micro丘che．　Originally　　　　　Originally　published：Washington：U．S．　Govt．

　　　　　　published：Tamuning，　Guam：Economic　　　　　　　Print．　Of『．，1952－1v．（various　pagings）：ill．，

　　　　　　Research　Center，　Dept．　of　Commerce．－　　　　　　　　maps；30　cmドPartial　reproduction；Section

　　　　　　Originally　continues：Annual　economic　review，　　　　on　Guam　p．54－6　to　54－7．－Originally　issued

　　　　　　Guam．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　series：Census　of　population，1950／U．S．

別書名Annual　economic　review　and　statistical　　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the
　　　　　　abstract　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census．

　　　　　　Guam　annual　economic　review　　　　　　　内容　Partial　contents：Section　on　Guam，1950．

編者　Guam．　Economic　Research　Center　　　　　編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　VOL　1984－1990（1984－1990）AMS－4（S－129）　　所蔵　　［Guam］：AMF－L－68　5400022587

100021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0005】

書名　Annual　economic　review，　Guam．一［Micro丘che　書名　Characteristics　of　the　population：number　of

　　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　inhabitants，　general　and　detailed

巻次等1979（1979）－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　characteristics　of　the　population：parts　51－54，

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC　　　　　　　　　　territories　and　possessions

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

注記　Originally　published：［Agana］：Economic　　　　　　1977
　　　　　　　R田・a・ch　C・nt。・，　D。pt．。f　C。mm。，ce，　　形態1m・c・・mm；35　mm

　　　　　　　G・v・mm・nt・f　Gu・m，1979－［198－？1．一～bl・．叢書C・n・u・・f　p・pul・ti・n，1950／U・S・D・p・・tm・nt

　　　　　　　fbr　1980．　cover　title：Guam　annual　economic　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．2

　　　　　　　review．－Originally　merger　of：Guam　annual　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　economic　review；and，　Statistical　abstract，　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　　Guam．－Originally　continued　by：Annual　　注記　At　head　of　title：Areport　of　the　Seventeenth

　　　　　　economic　review　and　statistical　abstract，　　　　　　　Decennial　Census　of　the　United　States・－

　　　　　　Guam．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　OriginalIy　published：Washington：U．S．　Govt．

別書名Guam　annual　economic　review　　　　　　　　　　　print・Off・，1953－1v．（various　pagings）：il1．，

編者　Guam．　Economic　Research　Center　　　　　　　　　maps；30　cm・－Partial　reproduction；Section

所蔵V・L・－8・（・97住・98・）AM＆4（＆129）　＝㌫＆蕊乙～；蕊i謂翻㍑ed

lOOO31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

書名　　Guam　annual　economic　review．一［Micro丘che　　　　　　Census’

　　　　　　ed．】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　Partial　contents：Section　on　Guam・1950・

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC　　　　　　　編者　United　States・Bureau　of　the　Census

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　所蔵　［Guam］：AMF－L68　5400022595

注記 蕊隠n｛ご謬。濫麗㌶r　　・一〈・955＞一・
　　　　　　C・nt・・，　D・pt・・f　C・mm・・ce，　G・v・mm・nt・f［0006］

　　　　　　Guam・－Originally　merged　with：Statistical　書名　Island．wide　census　as　of　June　30，1955　and

　　　　　　・b吐・a・t・Gu㎜，　t・bec・m・・Annual　ec・n・mi・　　Jun。30，1958

編者器：＝i。R。，e＿hC。nt。，　出⊇；；db・idgらC・…・R・・ea・－i・ati・n・，

所蔵　VOL　1976（1976－1976）AMS－4（S－129）　　　　形態　1micromm；35　mm
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叢書Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；［00091

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　書名　Number　of　inhabitants：totals　fbr　cities，

注記　Originally　published：［S．1．：s．n．，　ca．1958］－2，　　　　SMSA’s，　counties，　urban＆rural，　etc．

　　　　　　3P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

編者　Guam．　Of丘ce　of　the　Chief　Commissioner　　　　　　1977

所蔵　AMF－L68　5400022603　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　・一〈・96・〉一・　　　　叢書蹴隠゜：：艦。lll霊1鼎ll∠U・S・

晋7］Cごi，tics。fth。p。pul÷ti。n、num』f聾鐘竃鑑・n・u・publi・ati・n・；

　　　　　　㌶羅議鰹蹴ぽ注記塁瓢＝＝瓢鑑㍗
出版W・・db・idg・，　C・…・R・・e－hPubli・ati・n・，　蹴。謡11鑑霊1ぎ「蒜nsus°f

形態：鷺。，。丘lm；35mm　　　　蹴竺・nt・fC・mm・・ce・Bu・eau・fth・

叢書　Census　of　population，1960／U・S・Department編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v・1　　所蔵　Guam：AMF．L．68　5400022637

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　S…1・1945－1967　　　　　　　【0010】
注記　At　head　of　title：The　Eighteenth　Decennial　　書名　General　population　characteristics：data　on

　　　　　　Census　of　the　United　States・－Originally　　　　　　　age，　race，　household　relationship，　sex，　marital

　　　　　　published：Washington：U．S．　Govt．　Print．　　　　　status

　　　　　　；：；，1豊3，≧認「当㌫9え：6蒜〔版㌫db・idg・，C・…・R・・ea・chPubli・ati・n・，

所蔵　Pt・54，　Guam：AMF－L－68　540002262g　　　　　　　Ser．1，1945．1967

馨？81Num＿i＿i＿、－lprpula一注記

　　　　　　：芯継，三瀦監蹴C隠　，　蹴竺・nt・fC・mm・・ce，　Bu・eau・fth・

　　　　　　statistical　areas，　urban　and　rural，　etc・　　　　編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

出版 ㌫db「’dge，　C°nn・：Res　ch　Pub”cat’°ns，所蔵Guam・AMF－L－6854…22645

形態　1micromm；35　mm
叢書 ＝＝1麗＝∠よ蕊望「㌣ent産業一般・企業
　　　　　　Characteristics　of　the　population；Pt・A　　 lOOlll
　　　　　　International　population　census　publications；　書名　　1982　economic　censuses　of　outlying

　　　　　　S…1，1945－1967　　　　　　　　㎝・卵．一［Mi…品・m。d．］
注記　At　head　of　title：The　eighteenth　decennial　　出版　Bethesda，　Md．：Congressional　Infbrmation

　　　　　　l＝1＝i鑑？t管sl漂㍑nt．形態1蒜；認晋、5。m

　　　　　　獣1蕊竃羅醗ps；注記＝；：漂hu忌9＝＝
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　　　　　　industries．－OAC82－4．　Puerto　Rico，　　　　　　　　　Congress，2nd　session：Committee　print　no．

　　　　　　manufactures．－OAC82－5．　Virgin　Islands　of　　　　　16．」’Printed丘）r　the　use　of　the　Committee

　　　　　　the　United　States，　construction　industries，　　　　　　　on　Interior　and　Insular　A狂airs．”．一，，89th

　　　　　　manufactures，　wholesale　trade，　retail　trade，　　　　　　Congress，2d　session，　Committee　print　no．

　　　　　　selected　service　industries．－OAC82－6．　Guam，　　　　16”．一，’Parts　1，2and　3－Appendix”．－IDC

　　　　　　construction　industries，　manufactures，　　　　　　　　order　no：D－1316．

　　　　　　wholesale　trade，　retail　trade，　selected　service　別書名Guam，　United　States：Fbderal　Tbrritorial

　　　　　　industries．－OAC82－7．　Northern　Mariana　　　　　　Commission”Long．range　economic

　　　　　　Islands，　construction　industries，　manufactures，　　　　development　plan，，　in　economic　development

　　　　　　wholesale　trade，　retail　trade，　selected　service　　　　　of．．．89th　Congress，2nd　session：Committee

　　　　　　industries・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　print　no．16

別書名U・S・A・economic　census，丘nal　reports，1982，　編者　United　States．　Congress．　House．　Committee

　　　　　　　1987　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0n　Interior　and　Insular　Affairs

編者　United　States・Bureau　of　the　Census　　　　　所蔵　AMS－B－33（G2）5288401226

所蔵　AMS－L23　5300000535

【0012］

書名　1987economic　censuses　of　outlying
　　　　　　　area8．一［Microfbrm　ed．］

出版　Bethesda，　Md．：Congressional　Infbrmation

　　　　　　　Service，c1989－c1991

形態　11micro6ches；11　x　15　cm

注記　Originally　published：Washington，　D．C，：U．S．

　　　　　　　Dept．　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census，

　　　　　　　1989－1991．

内容　OA87－E－1．　Puerto　Rico，　geographic　area

　　　　　　　statistics，　wholesale　trade，　retail　trade，　service

　　　　　　industries．－OA87－E－2．　Puerto　Rico，　subject

　　　　　　　statistics，　wholesale　trade，　retail　trade，　service

　　　　　　industries．－OA87－E－3．　Puerto　Rico，

　　　　　　construction　industries．－OA87－E－4．　Puerto

　　　　　　Rico，　manufactures．－OA87－E－5．　Virgin

　　　　　　Islands　of　the　United　States，　construction

　　　　　　industries，　manu飽ctures，　wholesale　trade，

　　　　　　retail　trade，　service　industries．－OA87－E－6、

　　　　　　Guam，　construction　industries，　manufactures，

　　　　　　wholesale　trade，　retail　trade，　service

　　　　　　industries．－OA87－E－7．　Northern　Mariana

　　　　　　Islands，　construction　industries，　manufactures，

　　　　　　wholesale　trade，　retail　trade，　service　industries．

別書名U．S．A．　economic　cnesus，6nal　reports，1982，

　　　　　　　1987

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　AMS－L23　5300000543

金融・財政・開発

［00131

書名　　Economic　development　of　the　Territory　of

　　　　　　Guam

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Company，119－1

形態　3micro6ches；11×15　cm
注記　Micro6che．　Originally　published：Washington

　　　　　　：U．S．　Government　Printing　OHice，1966

　　　　　　（xxvii，226　p．）．－Header　title：Guam（United

　　　　　　States）：F㎏d．　TerritoriaユComm．”Long－range

　　　　　　econ．　dev．　pla皿，，　in　econ．　dev．　of＿　89th
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キリノ’ミス　　　　　　　　　　　　注記　㍑灘㌫；t宰慧認ぎぷ霊1㍑霊」瓢鑑］：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　leaves）．－Header　title：Gilbert　and　Ellis

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Islands：development　plan，1973－1976．

一
般統計　　　　　　　　　　　　　別書名Gilb・・t・nd　Elli・1・land・・d・v・1・Pm・nt　Pl・n，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973－1976

［0001】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Gilbert　and　Ellice　Islands　Colony

書名　Annual　abstract　of　statistics／Gilbert　　　　所蔵　AMS－B－33（G1－2）5288378416
　　　　　　1slands．一［Micro丘che　ed．1

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC　　　　　　　［00051

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　書名　Development　plan，1973－1976：6rst　annuaユ

注記　Originally　prepared　by：Statistical　Unit，　　　　　　review

　　　　　　Development　Division，　Ministry　of　Finance．　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Bairiki，　Tarawa．－Originaly　published　by：　　　　　　Company，1979

　　　　　　Government　Printing　Division，　Bairiki，　　　　形態　2micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　Tarawa，　Gilbert　Islands・－Header　of　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：Tarawa：

　　　　　　micro丘ches：Kiribati・Statistical　Unit・　　　　　　　　Govenment　Printing　Works，11973］（132　P．）．－

　　　　　　Tarawa．　Annual　abstract　of　statistics．　　　　　　　　　Header　title：Gilbert　and　Ellice　Isla皿ds：first

編者　Gilbert　Islands．　Ministry　of　Finance．　　　　　　　　annual　review　of　the　1973－1976：development

　　　　　　Statistical　Unit　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　plan．

所蔵　VOL　1976－1977（1976－1977）AMS－4（AS－160）　別書名Gilbert　and　Ellice　Islands：丘rst　a皿uaheview

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　1973－1976：development　plan

lOOO2】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Gilbert　and　Ellice　Islands

書名　Kiribati　statistical　yearbook／Statistics　　　所蔵　AMS－B－33（G1－3）5288401218
　　　　　　0fHce，　Ministry　of　Finance，　Republic　of

　　　　　　I〈iribati．一［Micro丘che　ed．｜

出版　Leiden，　The　Netherlands：IDC

形態　microfiches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che　ed．　Originally　published：Bairiki，

　　　　　　Tarawa，　Kiribati：Statistics　Of五ce，　Ministry　of

　　　　　　Finance，　Republic　of　Kiribati，1989－．－Title

　　　　　　血om　cover．－Originally　continues：Kiribati．．

編者　Kiribati．　Ministry　of　Finance．　Statistics　O伍ce

所蔵　VOL　1988（1988－1988）AMS－4（S－526）

金融・財政・開発

［00031

書名　Development　plan，1970－1972／Gilbert＆
　　　　　　Ellice　Islands　Colony

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　Company，［19－］

形態　3micro丘ches；11×15　cm

注記　Micro6che．　Originally　published：Tarawa：
　　　　　　［s．n．｜，1970（93　p．）．－Header　title：Gilbert＆

　　　　　　Ellice　Islands　Colony（U．K．）：developmnet

　　　　　　plan，1970－1972．－IDC　order　no：D－1082．

別書名Gilbert＆Ellice　Islands　Colony，　U．K．：

　　　　　　developmnet　plan，1970－1972

編者　Gilbert＆Ellice　Islands　Colony

所蔵　AMS－B33（G1－1）5288378408

［0004］

書名　Development　plan，1973－1976

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Company，1979　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

形態　2micro6ches；11　x　15　cm
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ナウル　　　　　　出版㌫db「’dgらC°nn’：Resea「ch　Pub”cat’°ns，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　CommonweaJth　of　Australia，

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　　30th　Jun・，1g61；v．7．Territ。，i。，；pt．5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　＊一〈1947＞一＊　　　　　　　　S。，．1，1945．1967

［000・】　　　　　　　　　注記0・igin品ly　publ拍h・d・Canberra　l　A・J・A・thu・・
書名Summa，y飴，　th。　territ。，y。f　Nau，u／　　　C・mm・nw・alth　G・v・mm・nt　P・mt…［1964］一

出版

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　所蔵　AMFL－73（1）5400024757

囎 ㌶＝鑑艦：＝1：：｝i7　＝：2（8！4＝；°°

　　　　　　麗「；a霊㌫ulat’°n　censuspubl’cat’°ns；　＊一〈・966＞一＊

注記　Originally　published：Canberra：LF・　　　　［0004】

　　　　　　Johnston，　Commonwealth　Government　　　　書名　Population：Nauru，　Norfblk　Island，　Christma8
　　　　　　Printer，［19481－7P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Island　and　Cocos（Keeling）Blands

編者　Carver，　S・R・　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　　1977

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　形態1micro61m；35㎜
所蔵　AMF－L68　5400022652　　　　　　　　　　叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，

　　　　　　AMF－L－66（2）5400020235　　　　　　30th　Jun。，1966；．Fi。ld，。unt，t。t。m。nt；n。．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　＊一〈1954＞一＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

【00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

書名　External　territories（Papua，　New　Guinea，　　　注記　Caption　title・－OriginaUy　published：

　　　　　　Norfblk　Island　and　Nauru）／prepaエed　under　　　　　　Canberra：ls・n・］，［1966］－1P・・

　　　　　　instructions丘om　the　Right　Honorable　the　　編者　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver　　　　　　　　　　　　　　　　a皿d　Statistics

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　所蔵　AMF－L66（10）5400021183

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　AMF－L－68　5400022686

形態　　1micromm；35　mm
叢書C。n，u，。f　th。　C。mm。nw。alth。f　Au，t，ali。，　【0005］

　　　　　　30th　June，1954；v．7．Territories；pt．5　　書名　Census　of　the“rritory　of　Nauru，30th　June，

　　　　　　Int。mati。nal　p。pul。ti。n，en、u，　publi。ati。n，；　　1966・summ・・y・f　p・pul・ti・n／P・ep雛・d

　　　　　　Ser．1，1945．1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　under　instructions輪m　the　minister　fbr

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　external　territories　by　K・M・Archer

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1958］一　出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，

　　　　　　30p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

編者　CaTver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　形態　1micro61m；35　mm

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

所蔵　AMF－L66（5）5400020656　　　　　　　　　注記　Originally　published：Canberra：
　　　　　　AMF－L73（1）5400024740　　　　　　　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1968］－

　　　　　　AMF．L．68　5400022660　　　　　　　　　　　　　　12　P．．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Archer，　K．　M．

　　　　　　＊一〈1961＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Statistics

晋3】E　malterrit。，i。，（P。pu⇒N。wGuin。隅所蔵＝ll（・2。＝・58

　　　　　　Nauru，　Norfblk　Island，　Christmas　Island　and

　　　　　　Cocos（Keeling）Islands）／prepared　under

　　　　　　instructions　from　the　Right　Honorable　the

　　　　　　Treasurer，　by　K．　M．　Archer
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1日イ言託統治領太平洋　　注記霊遼霊盟r号票h厄晋ま：晋ε㍑霊曳

諸島　　　　　　　　　　　内容：芸：盟2：。隠：：麗：認：ti。昂Pu。，t。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Rico，　retail　trade，　wholesale　trade，　selected

人・統計　　　　　　ll：蕊㍑罐認驚隷隠1，，et。il
　　　　　　・一〈1949／5・〉一・　　　　9癬鵠ll㍑㌫’1＝慧・－

10001】　　　　　　　　　　　　indu・t・i…－OAC82－4・Pu・・t・Ri・・，

　　　　　　pursuant　t。　a，ti。1。88。f　the　cha，t。，。f　the　　c°nst「uct1°n　lndu・tr1三・，　m孤u血・tu・巴，

出版 ㌫db・idgらC・…・R・・e肛・hPubli・ati・n・・　：：麟t蜘eta’1』’ectedse「v’ce

裟馨⊇翻t－bl－…；ll嘘㌻二二1982
注記・，Opnav　P22－…－J　Jun。・95・・．－O，ゆally所蔵AMS－L－2353°°…535

　　　　　　麗豊罐霊蕊「ズtP「’nt’ng　l…4】

編者　United　States．　OHice　of　the　Chief　of　Naval　　書名　1987　economic　censuses　of　outlying

　　　　　　Op。，ati。n，　　　　　　　　　　a・ea・・一［Micr・飴・m・d・］

所蔵　AMF．L．68　5400022785　　　　　　　　　　出版　Bethesda，　Md・：Congressional　Infbrmation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Service，c1989－c1991

　　　　　　＊一〈1958＞一＊　　　　　　　　　　　　　　形態　　11micro6ches；11　x　15　cm

晋2】＿th。＿＿i輌th。＿，注記 §㌶＝＝：：＝3
出版＝＝・…、R。＿。hPubli。ati。n，，内容£＝蕊茎蕊惣ぽ・：。，vice

形態1忽・。丘lm；35mm　　　＝㍍8霊；i麟隠。灘
叢書　International　population　census　publications；　　　　industries．－OA87－E－3．　Puerto　Rico

　　　　　　S…1，1945－1967　　　　　　　　，。耐，u。ti。n　indu，t，i。，．－OA87．E．4．’Pu。，t。

注記　Caption　title・一”Prepared　by　the　High　　　　　　　Rico，　manufactures．－OA87－E－5．　Virgin

　　　　　　Co㎜i銘ioner　of　the丑ust恥rritory　of　the　　　Islands　of　the　United　States，　construction

　　　　　　Paci6c　Islands，，・－Originally　published：　　　　　　　　industries，　manufactures，　wholesale　trade，

　　　　　　［Agana，　Guam：OHice　of　the　High　　　　　　　　　　　　retail　trade，　service　industries．＿OA87－E－6．

　　　　　　Commissioner］，1959・　　　　　　　　　　　　　　　　　Guam，　construction　industries，　manufactures，

編者　Paci丘c丘lands（Trust　Tbrritory）．　High　　　　　　　　wholesale　trade，　retail　trade，　service

　　　　　　Commissioner　　　　　　　　　　　　　　　　　　　industries．－OA87－E－7．　Northern　Mariana

所蔵　AMF－L68　5400022793　　　　　　　　　　　　　　1slands，　construction　industries，　manufactures，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wholesaユe　trade，　retail　trade，　service　industries．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名U．S．A．　economic　cnesus，丘nal　reports，1982，

産業一般・企業　　　　　　　　　　　　　1987
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

晋3】1982ec。n。miccen，u，e，。f。utlying　所蔵A－353・・…543

　　　　　　area8・－IMicrofbrm　ed．］

出版 麗鷲；㌶1言⌒nalIn』’・n金融・財政・開発
形態　13micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　【0005】
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書名　Economic　development　plan　fbr　the　Trust

　　　　　　Territqry　of　the　Paci6c　Islands：submitted　to

　　　　　　the　High　Commissioner／prepared　by　Robert

　　　　　　R．Nathan　Associates，　Trust　Territory

　　　　　　Economic　Development　Team

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Company，1969

形態　　15micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Cover　title：Economic　development　plan　fbr

　　　　　　Micronesia：aproposed　long－range　plan　fbr

　　　　　　developing　the　Trust　Tbrritory　of　the　Pacific

　　　　　　Islands．－Micro6che．　Originally　published：

　　　　　　Saipan：［s．n．］，1966－3v．：ill．；28　cm．

別書名Economic　development　plan丘）r　Micronesia：a

　　　　　　proposed　long－range　plan　fbr　developing　the

　　　　　　T士ust　Territory　of　the　Paci丘c　Islands

編者　Robert　R．　Nathan　Associates

　　　　　　Trust　Territory　Economic　Development　Tbam

所蔵　AMS－B－33（P5）5288401739
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ウェーク諸島　　　　内容㌫：a［盟霊S蕊㌶罵ご蒜；隠
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Islands，1960．－Partial　contents：Section　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wake　Island，1960．

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　編者　Unit・d　St・t・・．　Bu・eau・f　th・C・n・u・

　　　　　　・一〈・95・〉一・　　　所蔵：蒜嘘麗；）＝灘ls，Wake

［0001】

書名　Number　of　inhabitants

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1microfilm；35　mm
叢書　Census　of　population，1950／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　seventeenth

　　　　　　decennial　census　of　the　United　States．－

　　　　　　Originally　published：Washington：U．S．　Govt．

　　　　　　Print．　Of£，1952－1v．（various　pagings）：ill．，

　　　　　　maps；30　cm．－Partial　reproduction；Section

　　　　　　on　Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　Island　p．1－3，　Table　1．－Originally　issued　in

　　　　　　series：Census　of　population，1950／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

内容　Partial　contents：Section　on　Johnston　Island，

　　　　　　1950．－Paエtial　contents：Section　on　Midway

　　　　　　Islands，1950．－Partial　contents：Section　on

　　　　　　Wake　Island，1950．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　lJohnston　Island，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　Island］：AMF－L70　5400023049

＊一 〈1960＞一＊

［0002］

書名　Number　of　inhabitants：total　population

　　　　　　counts　fbr　the　U・S．，　states，　outlying　areas，

　　　　　　counties，　cities，　standard　metropolitan

　　　　　　statistical　areas，　urban　and　rural，　etc．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1．

　　　　　　Characteristics　of　the　population；Pt．　A

　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：The　eighteenth　decennial

　　　　　　census　of　the　United　States．－Originally

　　　　　　published：Washington：U．S．　Govt．　Print．

　　　　　　Ofr．，1961－1v．（various　pagings）：ill．，　maps；

　　　　　　30cm．－Partial　reproduction；Section　on

　　　　　　Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake　Island

　　　　　　p．1－3，Table　1．－Original　issued　in　series：

　　　　　　Census　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census．
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メラネ・ンア　　　　　　　　　　注記　霊蒜町E鷲㌫：豊監1題オご㌫霊ご㍑㍗・

ブイジー一　　　　　　　　　　　　　λ認三f…芸霊霊㌣、㌫瓢≡；：器認謬’1971，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．2（July　1971）－1976，　no．3（Sept．1976）．－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Originally　ISSN：01424262．－Originaユly

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　　・・ntinu…Qua・t・・ly　ec・n・mi・・evi・w・N・w
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Zealand．－Originally　ceased　with　1984，　no．4

　　　　　　＊一〈1956＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1984）；and　section　on　Fiji　merged　with：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　section　on　Papua　New　Guinea　of　Quarterly

【00011　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　economic　review　of　Australia，　Papua　New

書名　Report　on　the　census　of　the　population，1956／　　　　Guinea，　to　fbrm：Quarterly　economic　review　of

　　　　　　by　Norma　McArthur　　　　　　　　　　　　　　　　pacific　Islands；and　section　on　New　Zeaユand

出版
㌫db・idg・・C・一・・R・・ea・chPubli・ati・n・・　隠n3二a「te「’yec°n°m’c「eview°fNew

形態1mi…mm；35mm　　　別酩；器C隠霊，醤Zea’andandFUi
叢書　　Council　paper；no・1，1958　　　　．　　　　　　　　　Quarterly　economic　review　of　New　zealand，

　　　　　　Int・mati・n吻・pul・ti・n　cen・u・publlcati・n・；　　FUi

　　　　　　Se「・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　編者　Economist　Intelligence　Unit（Great　Britain）

注記 ：㌶霊i慧㍑曜：二8忽；y所蔵V・L・197L・983（197L・983）AM＆L19（33）

　　　　　　published：Suva：Govt．　Press，1958－［4］，224

編者；，濫：蒜、　　　貿易
　　　　　　FUi．1・egislative　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　［0004】

所蔵　AMF－L－65　5400020110　　　　　　　　　　書名　Trade　report　fbr　the　year．．．／Legislative
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Council，　FUi．一［Micro6che　ed．】

　　　　　　＊一〈1966＞一＊　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1981

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

lOOO2】　　　　　　　　　注記Descripti。n　b品。d。n、1950（pub．　in　1951）．一
書名　Report　on　the　census　of　the　population，1966／　　　　Originally　published：Suva：Government

　　　　　　by　F・H・A・G・Zwart　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　press．－At　head　of　title，　vols　fbr　1953－1965：

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Colony　of　FUi；vols　fbr　1966－1968：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　of　Fiji．－Each　issues　has　number

形態　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　fbr“Council　paper”，1950－1969；fbr

耕C。un。il　p。p。，；n。．9，・968　　　　　　“Pa・liこm・nta・y　p・£9・”，1970－1979・〔u・d

　　　　　　瓢㍑㌫u’・t’・ncen・u・publi・at’・n・；誌罐三麗i＝二＝che

注記

編者 雛＝8；un，il　　所蔵：霊＝（195－）A－6（F2）

所蔵　AMF－L65　5400020128

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金融・財政・開発

経済統計一般　　　　　　　　　　　　【00051

1…3】　　　　　　書名ア麟麗蒜，ll餐｝96°：㎞ates　1957
書名　Quarterly　economic　review・New　Zealand，　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　FUi・一［Mi…6・he　ed・｝　　　　　　　C・mp皿y，［1囲

巻次等1971，no・1（Apr・1971）一　　　　　　　　　　形態　2micro丘ches；11×15　cm

出版　London：World　Micromms，　in　association　　注記　Micro丘che．　Originally　published：Suva：

　　　　　　with　the　Economist　Intelligence　Unit・c1974－　　　　　Government　Press，1956（4g　P．）．－Origina皿y

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　issued　in　series：Legislative　Council　paper／
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　　　　　　Legislative　Council（no．370f　1956）．－IDC　　巻次等1981（1981）－

　　　　　　order　no：D－704・　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：IDC，1981

別書名Legislative　Council　paper，　no・37，1956　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

‖謡S瓢謬u：；8378358　注記蕊㌶＝麟翌㌫認i

晋61＿p＿t甑、96L65／玩9＿　i竃灘罐騰麗＝

出版 麟還1・一一一㎞雛樽…畑㎝m　
形態　1micro丘che；11×15　cm　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1981（1981－1981）AMS－L　16（F1）

注記 竃竃撒駕㌶iパ；°】FUi＿p＿tpl⌒、97。：

別書名FUi：development　plan，1961．1965　　　　　　　　　　Company，119－］

　　　　　　Legislative　Council　paper　　　　　　　　　　形態　3micro丘ches；11×15　cm

編者　FUi．　Legislative　Council　　　　　　　　　　注記　Micro6che・Originally　published：Suva：

所蔵　AMS－B－33（F1－2）528837830g　　　　　　　　　　　Government　Press，1966（62　P・）・－Originally
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　issued　in　series：Legislative　Council　paper／

【0007】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Legislative　Council　of　FUi（no．110f　1966）．一

書名　　Development　plan，1964－1968：development　　　　　　Header　title：FUi：CentraユPlanning　OHice：

　　　　　　plan　rV／Legislative　Council　of　Fiji　　　　　　　　　　F葡i　development　plan，1966－1970：

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　development　planning　review・－IDC　order　no：

　　　　　　C・mpany，［19コ　　　　　　　　D－586・
形態　1micro丘che；11×15　cm　　　　　　　　　　別書名F輌：Central　Planning　OHice：FUi

注記　Micro丘che．　Originally　published：Suva：　　　　　　　development　plan，1966－1970：development

　　　　　　G・v・mm・nt　P・ess，［1963］（21　P．）．－H。ad。，　　pla竺ning・evi・w．

　　　　　　titl・・FUi・d・v・1・pm・nt　plan，1964－1966［i．。．　　Leg’slat’v・C・uncll　pap…n・・11・f　1966

　　　　　　1964－19681（development　plan　4）．－Originally　編者　FUi・Ministry　of　Finance・CentraユPlanning

　　　　　　i部u・din・e・i…L・gi・1・tiv・C・un・il　pap・・／　　0伍ce

　　　　　　Legislative　Council（no．330f　1963）．－IDC　　　　　　　FUi・Legislative　Council

　　　　　　order　no：D－141．　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（FIR－1）5288378382

別書名FUi：development　plan，1964－1968：
　　　　　　development　plan　4　　　　　　　　　　　　　　10011】

　　　　　　Legislative　Council　paper，　no．330f　1963　　　書名　　F単development　plan，1966－1970：Fij　i

編者　FUi．　Legislative　Council　　　　　　　　　　　　　national　income，1963　estimate／Central

所蔵　AMS－B－33（F1－3）5288378317　　　　　　　　　　　Planning　OHice
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

【0008】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，1978

書名　Development－progress　report　　　　　　　　形態　1micro丘che；11×15　cm

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：【Suva】：［s．n．1，

　　　　　　Company，【19－】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966（53　p．）．－Header　title：Fiji：Central

形態　　1micro丘che；11×15　cm　　　　　　　　　　　　　　Planning　O伍ce：FUi　development　plan，

注記　Title　ffom　caption．－Micro丘che．　Originally　　　　　1966－70：FUi　national　income　1963　estimate．

　　　　　　published：Suva：Government　Press，11948］（4　　　　　－IDC　order　no：D－1049・

　　　　　　p．）．－Originally　issued　in　series：Legislative　　男1」書名Fij　i：Central　Planning　O冊ce：FUi

　　　　　　Council　paper／Legislative　Council（no．570f　　　　　development　plan，1966－1970：F巧i　national

　　　　　　1948）．－IDC　order　no：D－701．　　　　　　　　　　　　income　1963　estimate

別書名Legislative　Council　paper，　no．57，1948　　　　編者　FUi．　Ministry　of　Finance．　Central　Pla皿ing

編者　珂i．Legislative　Council　　　　　　　　　　　　　OHice

所蔵　AMS－B－33（FIP）5288378374　　　　　　　　　　　FUi』egislative　Council
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（FIE－2）5288378366

【0009】

書名　珂ibudget　estimates．一【Micro丘che　ed．1　　　　［0012】
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書名　FUi　development　plan，1966－1970：0utline　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation
　　　　　　and　public　expenditure／Central　Pla皿ing　　　　　　　Company，［19－1

　　　　　　0Hice　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　5micro6ches；11×15　cm
出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　注記　Micro6che．　Originally　published：Suva：

　　　　　　Company，［19－］　　　　　　　　　　　　　　　　　　Central　Planning　O冊ce，　Ministry　of　Finance，

形態　2micro丘ches；11×15　cm　　　　　　　　　　　　　1970（x，264　P・）・－Header　title：FUi：Central

注記　Micro丘che．　Originally　published：Suva：　　　　　　Planning　O冊ce：Fiji’s　sixth　dev・plan，

　　　　　　G・v・・nm・nt　P・ess，1966（45　P．）．－0・i四㎡ly　　1971－75・Pa・li・m・nt・f　FUi・pa・li・m・nt・巧

　　　　　　issued　in　series：1、egislative　Council　paper／　　　　　　　paper，　no．250f　1970．－IDC　order　no：

　　　　　　Legislative　Council　of　FUi（no．160f　1966）．－　　　　　　D－1050・

　　　　　　Header　title：FUi：Central　Planning　O伍ce：　別書名FUi：Central　Planning　OHice：Fiji’s　sixth

　　　　　　d。v。1。pm。nt　pl。n，1966－1970・・utlin・and　　　d・v・plan　1971－1975・Pa・liam・nt・f　FUi・

　　　　　　public　exp．．－IDC　order　no：D－309．　　　　　　　　　　parliamentary　paper，　no・250f　1970

別書名F輌：Central　Planning　OHice：development　編者　FUi・Ministry　of　Finance・Central　Planning

　　　　　　plan，196住1970、。utlin・and　publi・　　　　0冊ce

　　　　　　。xp。nditu・e　　　　　　　　　FUi・Mini・t・y・f　Finance
　　　　　　Legislative　Council　paper，　no．160f　1966　　　所蔵　AMS－B－33（F1－5）5288378333

編者　FUi．　Ministry　of　Finance．　Central　Planning　　【0016］

　　　　　　0伍ce　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　FUi’s　seventh　development　plan，1976－1980

　　　　　　FUi・Legislative　Council　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

所蔵　AMS－B－33（F1－4）5288378325　　　　　　　　　　　Company，1978
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　7micro丘ches；11　x　15　cm

【0013】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Micro丘che．　Originally　publishedl　Suva：

書名　珂ioperating　budget　estimates・一［Micro丘che　　　　　Central　Planning　Of丘ce，1975－xvi，270　P．：
　　　　　　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill．

巻次等一1980（1980）　　　　　　　　　　　　　　　編者　FUi．　Ministry　of　Finance．　Central　Planning

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1981　　　　　　　　　　0伍ce
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（F1－6）5288378341

注記　Description　based　on：1974・－Originally　　　［0017］

　　　　　　e毘跳！鵠：麟1：3！竺i耀厄ith、酩蒜遮h・D・v・1・pm・ntR・v’・i・n

　　　　　　FUi　capital　budget　estimates，　to　fbrm：FUi　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　budg・t・・timat…－In　mi…丘・he　c・llecti・n・　　C・mpany，［1明

　　　　　　Asian　statistics　on　micro丘che・　　　　　　　　形態　1micro丘che；11×15　cm

別書名Asia皿statistics　on　micro丘che　　　　　　　　注記　Title　fわm　caption．－Micro6che．　Originaユly

編者　FUi・Ministry　of　Finance　　　　　　　　　　　　　published：［Suva］：ls．n．］，｛1949］（35　P．）．一

所蔵　VOL　1974－1978，　S980（1974－1980）　　　　　　　　　Header　title：FUi：report　of　the　Development

　　　　　　AMS－L16（F1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Revision　Committee：［revised　ten－year

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　development　plan，1949－1958］．－IDC　order　no：

【00141　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D－702．

書名　FUi　recurrent　budget　estimates・一［Micro丘che　　男ll書名FUi：report　of　the　Development　Revision

　　　　　　ed・］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Committee：revised　ten－yeaエdevelopment

出版　Zug，　Switzerland：IDC，1981　　　　　　　　　　plan，1949－1958

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Legislative　Council　paper，　no．29，1949

注記　Description　based　on：1967．－Originally　　　編者　F葡i・Legislative　Council

　　　　　　published：［Suval：［Ministry　of　Finance］．一　　所蔵　AMS－B－33（F1－1）5288378291

別書名燃＝蒜蒜ate＆　出⊇；麗蜜d・Int・・D・・um・ntat’・n

　　　　　　FUi・Operating　budget　estlmates　　　　　　形態　2micro丘ches；11　x　15　cm

編者　FUi・Ministry　of　Finance　　　　　　　　　　注記　Micro6che．　Originally　published：【Suva：s．n．，

所蔵　VOL：1967－1973（1967－1973）AMS－「－16（F1）　　　　　1974］（135　P．）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　FUi．　Ministry　of　Finance．　Central　Planning

【0015】　　　　　　　　　　　　　omce
書名　FUi’s　sixth　development　plan，1971－1975／　　所蔵　AMS－B－33（FIR－2）5288378390
　　　　　　CentraJ　PIanning　OHice，　Ministry　of　Finance
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ニユ・一・カレドニア　　　麗竺？ε∫：「㌻＝㍑裟es　de恥ance，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

一般統計　　　　　　所蔵驚翌es鑑腸12，

【°°011　　　　　　　　　［0004】
書名　Annuaire　statistique／Nouvelle－CaJedonie　et　書名　Resultats　du　recensement　de　1946　territoires

　　　　　　d・p？輌n・e・，旦・vice　d・1・　　　　　d・。ut，e．m。，、N。uv。且。．C。1。d。ni。’

出版叢’1㍑＝＝Cα，、982　出版認；；db・idgらC・…・R・・e碇・hPubli・ati・n・，

形態mi…ρ・h・・；11　x　15・m　　　　形態1mi。，。mm；35　mm
注記

　　　　　　鍵＝罐＝隠注⇒孟；；瓢。d、［Pa，i，、P，＿，．

別酩Annu亙，e，t。ti、tiqu，．N。uv。ll÷Cal。d。nie　et　　umve「slta’「es　de恥ance，1948］－47　P…ll・，

　　　　　　鑑麗；跳・dl；la蒜1㍑。d。ni，編者≧nati・nald・1・・tati・tiqueetd・・etud。，

壽＝＝；6＝＝1㌫所蔵：＝＝・6
＊一 〈1951＞一＊

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　10005】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　　Nouvelle－Caユedonie

　　　　　　＊一〈1946＞一＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

【0002】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

書名　Les加ncais　d・origine　metropolitaine　et　les　　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　etrangers　dans　les　territoires　d・outre．mer　au　　叢書　Bulletin　mensuel　de　statistique　d，outre－mer；．

　　　　　　recensement　de　1946　　　　　　　　　　　　　　　　　　Supplement　serie　statistique；no．16

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Resultats　du　recensement　de　1951，　territoires

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　d，outre－mer；3e　ptie

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

叢書 ：蹴＝1＝狸・ut・一・・；・注記蒜＝llh。d』P，esse，
　　　　　　Int・mati・n・l　p・pulati・n　cen・u・publi・ati。n，；　　universitai・e・d・恥ance］，1953一泊i，43　P・・

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill’・maP’

注記　Originally　published：［Paris：Presses　　　　編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　universitaires　de　France】，1950－xxi　p．：ill．．　　　　　economiques（1㌔ance）

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes所蔵　AMF－L71　5400023130

所蔵罵鵠：es鑑腸1、4　　　　・一〈・956＞一・

［0003】　　　　　　　　　　【0006】
書名　Population　legale　ou　de　residence　habituelle　　書名　Recensement　general　de　la　population　de　la

出版 ㌫db・’dg・，C・nn・・R・・e－hPubli・ati・n・，出版霊蒜霊艦！9驚，悉a蒜1霊罐s

形態　　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977
叢書　Resultats　statistiques　du　recensement　general　形態　　1　micromm；35　mm

　　　　　　d・1・p・pul・ti・n・臨u・1・10　m肌，1946；v．1叢書Int・・nati・n・l　p・pulati・n　cen・u・publi・ati・n・；

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　Ser・1，1945－1967

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　注記　Orighlally　published：Paris：【s．n．，1962F　v，

注記　At　head　of　title：Republique　francaise．－　　　　　　　210　P・・

　　　　　　”ApPendice，　population　des　terrtioires　fra皿cais編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　d，outr←mer　et　des　pays　etrangers”．－　　　　　　　　　economiques

　　　　　　Originally　published：Paris：㎞premerie　　　所蔵　AMF－L715400023148
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100071

書名　　Les　recensements　demographiques　dans　les

　　　　　　pays　d，outre－mer（etudes　methodologique）

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm
叢書　Bulletin　mensuel　de　statistique　d，outre－mer；．

　　　　　　Supplement　serie　etudes；no．35

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Paris：Imprimerie
　　　　　　Nationale，1956－162　p．．一，，　Janvier，1957，，－

　　　　　　Cover．

編者　Institut　nationaJ　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　economiques（France）

所蔵　AMF－L71　5400023155

＊一 〈1963＞一＊

【0008】

書名　　Resultats　statistiques　du　recensement　general

　　　　　　de　la　population　de　la　Nouvelle－Caledonie，

　　　　　　ef丘ctue　le　2　mai　1963

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　　1977

形態　　1micromm；35　mm
叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Republique　francaise．－

　　　　　　Originally　published：Paris：Imprimerie

　　　　　　Nationale，［1966？】－122　p．．

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　eCOnOmiqUeS（FranCe）

所蔵　AMF－L－715400023171

経済統計一般

［00091

書名　Tableaux　de　Peconomie　caユedonienne／

　　　　　　Nouvelle－Caledonie　et　dependances，　Direction

　　　　　　territoriaJe　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　economiques．一｛Micro丘che　ed．］

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1987

形態　micro6ches；11　x　15　cm

注記　Description　ba8ed　on：Ed．1985．－Micro丘che．

　　　　　　Origina皿y　published：Noumea：Direction

　　　　　　territoriale　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　economiques．－Issued　also　in　English．－

　　　　　　SupPlement　to：Bulletin　de　conjoncture，

　　　　　　Nouvelle　Caledonie．

別書名TEC
編者　New　Caledonia．　Direction　territoriale　de　la

　　　　　　statistique　et　des　etudes　economiques

所蔵　VOL　1985（1985－1985）AMS－4（AS－175）
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ノくプア・ニュー一ギニア注記　霊：欝㌣㍑三㌫羅：彊；㌫鴛豊霊，－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Cover．－Origina皿y　published：Canberra：A．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　J．Arthur，　Commonwealth　Government

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　P「inte「，11965］『264　P・：ill・，　maPs・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Territory　of　Papua：annual　report　fbr　year

lOOOll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963－64

書名　Abstr㏄t　of　statistics／Papua　New　Guinea　　編者　Australia．　Pa∫liament　of　the　Commonwealth

　　　　　　Bureau　of　Statistics．－IMicro丘che　ed．］　　　　　所蔵　AMF－L73（1）5400024807

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，c1987

鷲＝；ぷ㌫g75（＿、975暇4】艦認＝1－W
　　　　　　蝦1㌶＝麟・£°C蕾叢等i＝，（＝lllLi。nCぴ、981

　　　　　　11＝］鵠。；3「ぽ麟lll㌶驚t形態mi…丘・h・・；・・x15・m　’

　　　　　　Statistics．－Originaユly　issued　by：Papua　New　注記　Micro6che・Originally　published：Konedobu，

　　　　　　Guinea　N・ti・n訓stati・ti・al　o冊ce，　Dec．　　　Papn・・B｝・eau・f　st・ti・lics，［・t・・】㌧1？72－・－

　　　　　　qu訂t・・1980（Dec．　qu肛t・・1980）一．－　　　　0・・gnally・ssu・d　by・N・t・・nal　Statlstlcal

　　　　　　O・ゆ・lly　v・1・．品・〈Dec．1970－〉・upPl・m・nt・　　0伍ce・P・・t　M・・e・by・1978（1978）一・

　　　　　　the　monthly　Economic　indicators．－Originally編者　Papua　New　Guinea・Bureau　of　Statistics

　　　　　　issued　quarterly　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Papua　New　Guinea・National　Statistical　OHice

別書名Abstract　of　statistics．Papua　New　Guinea．　　所蔵　VOL　1970－1979（1970－1979）AMS－4（AS－97）

　　　　　　Bureau　of　Statistics

縮 際霊8ぽ：：蹴題：麟㍑。伍ce人・統計

所蔵　VOr：1975，　S976（1－2，　S），　S977－1989　　　　　　　　　＊一〈1947＞一＊

　　　　　　（1975－1989）AMS－4（AS－165）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【00051

【00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Summary　fbr　the　territory　of　Papua〔New

書名　Annual　report　fbr　the　period　lst　July，1961　to　　　　Guinea／prepaエed　under　instructions　fごom　the

　　　　　　30th　June，1962　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Right　Honorable　the　Treasurer，　by　S．　R．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Ca「ve「

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　period　lst　July，1961　to　30th　June，1962　　　　　　　　　　　and　Statistics

編者　Australia・Paエliament　of　the　Commonwealth　所蔵　AMF－L73（1）5400024732

所蔵　AMF－L73（1）5400024765　　　　　　　　　　　　AMF－L－66（2）5400020227

【0003］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1954＞一＊

酩 ＝鋼㌶＝＝㎞the器6】　。malterrit。，i。、（P＿N。wGuin。隅

出版W・・db・・dg・，　C・nn・・R・・e鋤Publ・cati・n・・　N・品lk　I、1皿麺d　Nau，u）／P，ep。，ed　und。，

　　　　　　1977　　　　　　　　　　in・t・u・ti。頑。m　th。　Right　H。n。，abl。　th。
形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Treasurer，　by　S．　R．　Carver

叢書　International　population　census　publications；出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977
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形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　［0009】
叢書　Census　of　the　Commonweaユth　of　Australia，　　書名　Census　of　Papua　and　New　Guinea，1966：

　　　　　　　30th　June，1954；v．7．Territories；pt．5　　　　　　　preliminary　bulletin／Territory　of　Papua　and

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　New　Guinea，　Bureau　of　Statistics

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　　1977

　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1958］一　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　　30P・・　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

編者　Carver，　S．　R．　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

　　　　　　　Australia・Commonwealth　Bureau　of　Census　注記　Caption　title．－Originally　published：

　　　　　　　・nd　St・ti・tics　　　　　　　　　K・n・d・bu・Bu・eau・f　St・ti・ti・・，［196－】－19　v．．

所蔵　AMF－L66（5）5400020656　　　　　　　　　　　　－no．1．　West　Sepik　District－no．2．　Northern

　　　　　　　AMF－L－73（1）5400024740　　　　　　　　　　　　　District－no．3．　New　Ireland　District－no．4．

　　　　　　　AMF－L68　5400022660　　　　　　　　　　　　　　Central　District－no．5．　Morobe　District－no．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6．Western　District－no．7．　Southern

　　　　　　　＊一〈1961＞一　　　　　　　　Highland、　Di、t，i，t－n。．8．　Chimbu　D拍t，i，t．

【00071　　　　　　　　　　　n°・9・East　Sepik　Di・t・i・t－n・・10・Manu・

　　　　　　　罐鶯こ1ご蹴｛i㌶所蔵㌶L㌫隠＝＝2

注記　Originally　published：Canberra：　　　　　　100101

　　　　　　　Commonwealth　Government　Printer・［1962］一　書名　Population　census　1966：preliminary　bulletin

　　　　　　　26p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／Territory　of　Papua　and　New　Guinea

編者　AustraliC・Commonwealth　Bureau　of　Census　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　and　Statlstlcs　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

所蔵　AMF－L－73（1）5400024773　　　　　　　　　形態　　1　micro61m；35　mm

　　　　　　1977　　　　　’　】鵠鵠器蹴漂1，1；謬8肌・
形態1mi…丘lm；35　mm　　　　　　　Di，t，i。t－n。．23．　C。nt，a1　Di，t，i。t　and　P。，t
叢書C・n・u・・fth・C・mm・nw・鋤・f　Au・t・ali・・　　M・・e・by　U・ban　A，e、「n。．24．　Miln。　B。y

　　　　　　30th　June，1961；v・7・Territories；pt・5　　　　　　　　District＿no．25．　Northern　District＿no．26．

　　　　　　Int・mati・nal　p・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；　　S・uth・m　Highland，　Di，t，i。t－n。．27．　East。m

　　　　　　S…1，1945－1967　　　　　　　　Highland，　Di、t，i。t　and　G。，。㎏U，ban　A，ea一
注記　Originally　published：Canberra：A．　J．　Arthur，　　　no．28．　Chimbu　District＿no．29．　Western

　　　　　　Commonwealth　Government　Printer，［1964］－　　　　　Highlands　District　and　Mount　Hagen　Urban

　　　　　　59p．．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Area－no．30．　West　Sepik　District－no．31．

編者　Archer，　K．　M．　　　　　　　　　　　　　　　　　East　Sepik　Districta　and　Wewak　Urban　Area－

　　　　　　Australia．　Commonwealth　Bureau　of　Census　　　　　no．32．　Madang　District　and　Madang　Urban

　　　　　　and　Statistics　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Area－no．33．　Morobe　District　and　Lae

所蔵　AMF－L73（1）5400024757　　　　　　　　　　　　Urba皿Area－no．34．　West　New　Britain
　　　　　　AMF－L－66（8）　5400021100　　　　　　　　　　　　　District－no．35．　Ea3t　New　Britain　District

　　　　　　AMF－L68　5400022678　　　　　　　　　　　　　　　and　Rabaul　Urban　Area－no．36．　New　Ireland

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　District－no．37．　Bougainville　District－no．

　　　　　　＊一〈1966＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　38．Manus　District．
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別書名Census　of　the　Territory　of　Papua　and　New　　　別書名Intemational　trade　statistics

　　　　　　Guinea　June－July　1966：preliminaエy　bulletin　編者　Papua　New　Guinea．　Bureau　of　Statistics

　　　　　　Census　of　Papua　and　New　Guinea，1966：　　所蔵　VOL：1968－1972（1968－1972）AMS－4（AS－98）

　　　　　　preliminary　bulletin　　　　　　　　　　　　　　　　　　※Ubrary　has　also　in　printed　fbrm：Leb．57．3

　　　　　　Territory　of　Papua　and　New　Guinea

　　　　　　population　census　1966：preliminary　bulletin　［0014］

編者　Papua　New　Guinea．　Bureau　of　Statistics　　　書名　Oversea　trade／Tbrritory　of　Papua　and　New

　　　　　　Archer，　Keith　McRa£，1905－　　　　　　　　　　　　Guinea．一［Micro丘che　ed．］

所蔵　no．21－38：AMF－L73（2）5400024831　　　　巻次等一bulletin　no．12（1966／67）

　　　　　　※互brary　has　aユso　printed　fbrm：Ld．57－2　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981

［・…】　　　　　　欝膿霊：：；ぷ麗ull。tinnα3
書名Summ亘y・f　p・pul・ti・n　　　　　　（・957／58）．－R。p。，t　y。a，　en由Jun。3・．一
出版　Woodbrldge，　Conn・：Research　Publications・　　　　Micro丘che．　Originally　published：Port

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　M。，e，by，D。pt．。f　Cu、t。m，皿d　M肌in。，
形態1mi…61m；35　mm　　　　　　　［・t・．］，［195－1966］．－Mi…丘，he　ed．　h品。
叢書　Population　census　1966：prelimin訂y　bulletin　　　　header　title：International　trade　statistics．＿

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　　Origina皿y　bulletin　no．4（1958／59）一．－

　　　　　　Ser・1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0riginaユly　continued　by：Oversea　treade

注記　”Issued　under　instructions　ffom　His　Honour　　　　　statistics．

　　　　　　the　administrator　by　K・M・Archer，　statistician　別書名International　trade　statistics

　　　　　　fbr　the　census”・　　　　　　　　　　　　　　編者　Papua　New　Guinea．　Bureau　of　Statistics

編者　Papua　New　Guinea・Bureau　of　Statistics　　　　　　papua　New　Guinea．　Dept．　of　Customs　and

　　　　　　Archer，　Keith　McRae，1905－　　　　　　　　　　　　Marine

所蔵　AMF－L73（2）5400024823　　　　　　　　　所蔵　VOL　3－12（1957－1967）AMS－4（AS－98）

　　　　　　※Library　has　also　printed　fbrm：Ld・57－2　　　　　※Ubraエy　has　also　in　printed　fbrm：Leb．57－3，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．12；also　in　micro丘che：AMS－L　16（PA　1），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　no．3－11

貿易

寳署2】1＿ti。nalt，ad。，t。ti，ti＿IMi。，。丘，hee＆］金融・財政・開発

巻次等1972／1973（1972／1973）一　　　　　　　　　　［00151

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　Co・，　書名　Budget　papers．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　1981　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982
形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Report　yeaエends　June　30・－Micro6che・　　　注記　Description　based　on：1957／1958（1957／1958）．

　　　　　　Originally　published：Port　Moresby，　Papua　　　　　　－At　head　of　title：Legislative　Council　fbr　the

　　　　　　New　Guinea：Bureau　of　Statistics，［1974？一・－　　　　　　Tbrritory　of　Papua　and　New　Guinea，

　　　　　　0・ゆ砿ly・・ntinu…Overse品t・ad・・t・ti・tics・　　－1963／1964（1963／64）；H・u・e・f　Assembly飴・

編者　Papua　New　Guinea・Bureau　of　Statistics　　　　　　the　Territory　of　Papua　and　New　Guinea，　vols．

所蔵　VOL　1972－1976（1972－1976）AMS－4（AS－98）　　　　　fbr　1964／1965（1964／1965）－1969／1970

　　　　　　※Library　has　also　in　micro丘che：　　　　　　　　　　　（1969／1970）．－Papers　presented　by：Treasurer

　　　　　　AMS－L　16（PA1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　Director　of　Finance，－1964／1965

寳署3】＿＿ご／＿y＿灘難｛㌔鷲＝ft㎞
　　　　　　and　N・w　Gum・＆一［Mi…丘・he　ed・］　　　　1972／1973（1972／73）一．－Mi・・。6。h。．0，i葭n。lly

巻次等1968（1968）－1971／1972（1971／1972）　　　　　　　　　published：Port　Moresby：Government

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　Co・，　　　　Printer．－Report　year　ends　June　30．

　　　　　　1981　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Papua　New　Guinea．　Dept．　of　the　Treasury

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　papua　New　Guinea．　Legislative　Council

注記　Report　yeaエends　June　30・－Micro6che・　　　　　　Papua　New　Guinea．　Ministry　of　Interna1

　　　　　　0riginally　published：Konedobu，　Papua：　　　　　　　　Finance

　　　　　　Bureau　of　Statistics・1969－［1973？】・一　　　　　所蔵　VOL　1957－1958，　S960－1974（1957－1974）

　　　　　　Micro丘che　ed・has　a　header　title：International　　　　AMS－4（AS－99）

　　　　　　t・ad・・tati・tics・－0・i蜘ally・・ntinu田・　　　※la・k・1958／59；1959／60

　　　　　　0versea　trade．－Originally　continued　by：

　　　　　　International　trade　statistics・　　　　　　　　　　　　　　　【0016】
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書名　Economic　development　of　Papua　and　New　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　　Guinea／prepared　by　direction　of　the　　　　　　　　　Company，1979

　　　　　　　Administrator　of　Papua　and　New　Guinea　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，　　注記　Micro6che．　Originally　published：Waigani：
　　　　　　　［1970？］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　National　Planning　O冊ce．

形態　3micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　編者　Papua　New　Guinea．　National　Planning　O伍ce

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Port　　　　所蔵　　1978－1981：AMS－B－33（P9）5288401853

　　　　　　　Moresby：s．n．］，1967－55　p．．　　　　　　　　　　　　1979－1982：AMS－B－33（P9）5288401861

編者　Papua　New　Guinea

所蔵A－3（P6）52884・1754 　　馨署゜l　p。puaN，wGuin。ピ，imp，。v。m，ntpla曲r

［0017】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1973－1974／prepared　in　the　Central　planning

書名　Estimates　of　revenue　and　expenditure　fbr　the　　　　O伍ce　by　authority　of　the　Cabinet　Committee

　　　　　　yea・ending＿・P・esent。d　by＿Mini，t，，。f　　・n　Planning

　　　　　　the　Hosue　of　Assembly　fbr　Finance　on　the　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，

　　　　　　・cca・i・n・f　th・budg・t．．．．一［Mi…6・he　ed．］　　　［1974？］

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982一　　　形態　On　no・1－60f　12　micro6ches；11　x　15　cm

形態　microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　注記　Micro6che・Originally　published：Port

注記　Description　based　on：1974／75（1974／75）．－　　　　　Mo「esby：Central　Planning　O伍ce，1973（ix・

　　　　　　Micr・丘・h・．0卿訓ly　publi、h。d、［P。，t　　　162　P・）・

　　　　　　Moresby，　Papua　New　Guineal．－Report　year　編者　Papua　New　Guinea・Central　Planning　O伍ce

　　　　　　varies；report　yeaエends　30th　June，1974／75　　所蔵　AMS－B－33（P7）5288401804

　　　　　　　｛㌫4磯ぽ騨1㌘蒜：鵬認e㍑：［・・2・】

　　　　　　　1988（1988）－have　series　title：Budget　　　　書名　Papua　New　Guinea’s　improvement　plan　fbr

　　　　　　d・・um・nt．－P・e・ent・d　by・Mini・t・・。f　th。　　1973－1974・di・t・i・～s　supPl・m・nt／P・ep・・ed　in

　　　　　　H・・u・・fAssembly　b・Finan・e，1974／75　　　th・C・nt・al　Pl皿nlng　O伍・e　by　auth・・ity・f

　　　　　　　（1974／75）；Mini、t。，。f　th。　N。ti。nal　P。，li。m。nt　th・C・bin・t　C・mmittee・n　Planning

　　　　　　fbr　Finance，1975／76（1975／76）－1984（1984）；　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，

　　　　　　Mini・t・・品・Finance　and　Planning，1986　　　［1974？］

　　　　　　　（1986）一．－Some　issues　issued　in　20r　more　vols．形態　On　no・7420f　12　micro丘ches；11　x　15　cm

別書名Estimates　of　revenue　and　expenditure　　　　注記　Micro6che・Originally　published：Port

　　　　　　Budget　document　　　　　　　　　　　　　　　　　　Moresby：Central　Planning　O伍ce，1973

編者　Papua　New　Guinea．　Ministry　of　Finance　　　　　　（1180］P・）・

　　　　　　Papua　New　Guinea．　Ministry　of　Finance　and　編者　Papua　New　Guinea・Central　Planning　Of6ce

　　　　　　planning　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（P7）5288401812

所蔵 ＝灘｝1職罐認＆1991寳晋21＿＿却声＿
［00181　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

書名　First　Papua　New　Guinea　development　　　　　　　Company，1975
　　　　　　programme：review　of　progress，1971－72／　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　OHice　of　Programming　and　Co－ordination　　　注記　Micro丘che・Originally　published：Port

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation　　　　　　Moresby：The　CentraユPlanning　OHice，1975・

　　　　　　Company，1979　　　　　　　　　　　　　編者　Papua　New　Guinea・Central　Planning　O伍ce

形態　1micro丘che；11　x　15　cm　　　　　　　　　　所蔵　　1975／76：AMS－B－33（P8P）5288401887

注記　Micro丘che．　Originally　published：Port　　　　　　　1976／77：AMS－B－33（P8P）5288401895

編者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

所蔵　AMS－B－33（P6R）5288401796
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Company，［1969？］

［Oolgl　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　3micro丘ches；11　x　15　cm

書名 蒜＝瓢蹴n盤盤ce。n注記撫ぽ［罐＝聯d：（Port120p．）．
　　　　　　the　authority　of　the　National　Executive　　　編者　Papua　New　Guinea

　　　　　　Council　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（P6P）5288401762
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10024】　　　　　　　　　　　【0028】
書名　Programmes　and　policies　fbr　the　economic　　書名　Vbte　index　and　budget　notes　fbr　the　year

　　　　　　development　of　Papua　and　New　Guinea：　　　　　　　ending　31st　December，＿／prepared　by　the

　　　　　　review　of　progress，1968－69／prepared　by　　　　　　　Department　of　Finance，　Budget

　　　　　　direction　of　his　Honour　the　Administrator，　fbr　　　　Division．一［Micro6che　ed．］

　　　　　　presentation　with　the　budget　proposals　fbr　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

　　　　　　1969－70　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

出版Zug・Switze・1㎝d・Int・・D・・um・nt・ti・n　注記Desc・ipti・n　b品・d。n、1983（・983）．－At　h。ad

　　　　　　C・mp・ny，1979　　　　　　　　・f　titl・・Ind・p・nd。nt　St。t。。f　P。pua　N。w
形態　1micro6che；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Guinea．－Microfiche．　Originally　published：

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Port　　　　　　　［Port　Moresbyl：Dept．　of　Finance，　Budget

　　　　　　Moresby：s．n．，19691（271．）．　　　　　　　　　　　　　Division［etc．］．－Originally　v．　fbr　1988（1988）

編者　Papua　New　Guinea　　　　　　　　　　　　　　　　prepaエed　by：Dept．　of　Finance　and　Planning．

所蔵　AMS－B－33（P6R）5288401770　　　　　　　　　　　－VbL　fbr　1983　issued　in　2　pts．．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Papua　New　Guinea．　Budget　Division

【00251　　　　　　　　　　　　papua　N。w　Guin。a．　D。pt．。f　Finance㎝d
書名　Programmes　and　policies　fbr　the　economic　　　　　　Planning

　　　　　　deYelopment　of　Papua　and　New　Guinea：　　　所蔵　VOL：1983，　S988（1983－1988）AMS－4（AS－201）

　　　　　　revlew　of　progress，1969－70／prepared　by

　　　　　　direction　of　His　Honour　the　Administrator，　fbr

　　　　　　presentation　with　the　budget　proposals　fbr

　　　　　　1970－71

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　Company，1979

形態　　1micro丘che；11　x　15　cm

注記　Micro6che．　Originally　published：［Port

　　　　　　Moresby：V．P．　Bloink，　Govt．　printer，

　　　　　　1970］（521．）．

編者　Papua　New　Guinea

所蔵　AMS－B－33（P6R）5288401788

［00261

書名　The　rural　improvement　programme　fbr

　　　　　　1974－75：papers　presented　by　Mr．　Julius

　　　　　　Chan，　M．H．A．，　Minister　fbr　Finance，　fbr　the

　　　　　　infbrmation　of　members　of　the　House　of

　　　　　　Assembly　in　connection　with　the　budget　of

　　　　　　1974－75

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，1979

形態　2micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Port

　　　　　　Moresby：s．n．，1974？1（82　p．）．

編者　Chan，　Julius

　　　　　　Papua　New　Guinea

所蔵　AMS－B－33（P7R）5288401820

［0027］

書名　　Strategies　fbr　nationhood：policies　and　issues

　　　　　　／prepared　by　authority　of　the　National

　　　　　　Planning　Committee　of　Cabinet　in　the　Central

　　　　　　Planning　OHice

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，1979

形態　3micro丘ches；11　x　15　cm

注記　　Micro丘che．　Originally　published：【Port

　　　　　　Moresby］：Central　Planning　OHice，1974（165
　　　　　　P．）．

編者　Papua　New　Guinea．　CentraユPla皿ing　Omce

所蔵　AMS－B－33（P8）5288401838
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ソロモン諸島　　　　締統計一般
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［0004］

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Mid－yeaエeconomic　review／Central　Bank　of

一
般統計　　　　　　　　　　　　　　　S・1・m・nI・1皿d・・一｛Mi…丘・heed・】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等1984（1984）－1989（1989）

［0001］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990
書名　Annuaユab8tract　of　statistics／Statistical　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

巻次等2瓢㍑゜丘cheed］　　注記＝：ご；＝＝盟。：蹴、

編者1撒撒蕊：：t：二裂璽名齢臨S。1。m。nI　d、

所蔵　VOL　1971．1973（1971．1973）AMS．4（AS．19）　所蔵　VOL：1984－1989（1984－1989）AMS－4（S－267）

【0002】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0005］

書名　Statistical　year　book／Solomon　　　　　　　書名　Mid－year　review／Central　Bank　of　Solomon
　　　　　　Islands．一［Micro6che　ed．］　　　　　　　　　　　　　　　Islands．一［Micro丘che　ed．］

巻次等1979（1979）一　　　　　　　　　　　　　　　巻次等一1983（1983）

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，1982一　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990
形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Title丘om　cover・－Originally　title　varies　　　注記　Description　based　on：1983．－Micro丘che．

　　　　　　・lightly・v・1・・飴・1983（1983）一・－0・ゆally　　O，iginally　publi・h・d・H・ni・・a，　S・1・m・n

　　　　　　series　title　varies：vols・fbr　1979－1983，　　　　　　　　　Islands：Central　Bank　of　Solomon　Islands，

　　　　　　Bull・tin；v・1・・品・1984／85（1984／85）一・一　　　［19－1983】．－0・igin・lly・・ntinu・d　by・

　　　　　　0・iginally　publi・h・d・［H・nia・a・St・ti・ti・・　　　Mid．y。a，　ec。n。mi，・evi・w．

　　　　　　0坦cρ，Minist聖of　Finance・1979－・一　　　　　別書名Mid－year　economic　review

　　　　　　Orlglnally　cont！nues：Annual　abstract　of　　　編者　CentraユBank　of　Solomon　Islands

　　　　　　麟lcll：t隠麗。Z：：：：edby：S°’°m°n所蔵V・L　1983（・98缶・983）AMS－4（S－267）

別書名Statistical　yearbook

　　　　　　皇竃豊；al　bull。tin　　　　　　　　　貿易

需＝聯（i㌶鑑4（A＆・9）馨τ6］R。p。，tbyth。，。mpt，。ll。，。f。u，t。m，and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　excise　on　the　trade　of　the　Protectorate／

人・統計　　　　　　　離蕊瓢ll隠eed．］
［0003］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　巻次等1967（1967）－1970（1970）

書名　Report　on　the　population　census　of　1959／by　出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，1982

　　　　　　Norma　McArthur　　　　　　　　　　　　　形態　microfiches；11　x　15　cm

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　注記　Micro丘che・Originally　published：Honiara：

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printing　Of丘ce，1968－．一

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Origina11y　continues：Trade　report　fbr　the　year

叢書　International　population　census　publications；　　　　…and　annual　report　by　the　Collector　of

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Customs．－Originally　continued　by：Trade

注記　Originally　published：Horiara：［s．n．］，1961－　　　　　rePort・

　　　　　　ii，102　p．：maps．－At　head　of　title：Western　編者　British　Solomon　Islands．　Customs　and　Excise

　　　　　　Paci丘c　High　Commission，　British　Solomon　　　　　　　Dept

　　　　　　Islands　protectorate．　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1967－1970（1967－1970）AMS－4（AS－20）

別書名British　Solomon　klands　protectorate：report
　　　　　　on　the　population　census　of　1959　　　　　　　　　　　　［0007］

編者　McArthur，　Norma　　　　　　　　　　　　　書名　Trade　report．一［Micro丘che　ed．］

　　　　　　Great　Britain．　High　Commission　fbr　Western　巻次等1971（1971）－

　　　　　　Paci6c　Isla皿ds　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982

所蔵　AMF－L－65　5400020102　　　　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm
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注記　Micro6che．　Originally　published：Honiara：　　形態　micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　Statistical　O伍ce［etc・］・［1971？一・－Originally　　注記　Description　based　on：1980；title　from　original

　　　　　　v・1・飴・1973（1973）issu・d　by・Stati・tics　　　c・v・・．－Mi…6・h・．0・ゆ。lly　publi，h。d、

　　　　　　Division，　Ministry　of　Finance；vol・fbr　1977　　　　　　Honiara，　Solomon　Islands：Solomon　Islands

　　　　　　⊆g77）i銘u・d　by・St・ti・ti・・0伍ce，　Min拍t・y・f　M・n・t・・y　Auth・・ity，［1臼一1982］．－0，i鯉ly

　　　　　　Fman・e，［S・1・m・n丘land・］・－O・iginally　v・1…　　ntinu・d　by・Annual・ep・・t／C。nt，al　B孤k

　　　　　　fbr　1977（1977）has　series　title　on　cover：　　　　　　　　of　Solomon　Islands．

顯名麟ご1蕊こ盤。霧＝1＝；＝麟266）
　　　　　　Solomon　Islands．　Statistics　OHice　　　　　　　［0011】

所蔵　VOL：1971－1973，　S977（1971－1977）　　　　　　書名　Development　estimates／Solomon

　　　　　　AMS－4（AS－20）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Islands．一［Micro丘che　ed．1

［…8】　　　　　　擁器1＝f：c器tati°nC°・・c1988
酩 蹴＝蒜＝IS°1°m°n注記＝～＝［器隠＝
欝劉劉。，um。nt。ti。nC　、982　麟蹴P5；認ξ〉五藷inallyv・

形態mi…丘・hes；11　x　15・m　　　　　　　G・v・mm・nt　P，inting　W。，』．
注記　Description　based　on：1962．－Micro6che．　　編者　Solomon　Islands

　　　　　　熱辮1罐罐竃所蔵＝ll認　87（19　987）

　　　　　　year…　and　annual　report　by　the　Collector　of　　【0012】

　　　　　　Customs・　Originally　continued　by：Report　書名　Development　plan，1960－64（1st　January，1960

　　　　　　by　th・C・mpt・・ll…fCu・t・m・and　Ex・i・e・n　　t・31・t　M・・ch，1964）／W。，t。m　P。。i丘，　High

　　　　　　th・t・ad・・f　th・P・・t・・t・・at・・　　　　　C・mmissi。n，　B，iti，h　S。1。m。n　l，1。nd，

別書名Report　by　the　Collector　of　Customs　on　the　　　　　protectorate

　　　　　　trade　of　the　protectorate　fbr　the　year　ended　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，

　　　　　　31st　Decemb・・…　　　　　　　　11978？］
　　　　　　T「ade「eport　fbr　the　year…and　a皿nual　report形態　2micro丘ches；11　x　15　cm

驚騰灘竃㌔鑑。）注記竃罐＝＝罐；3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　British　Solomon　Islands

金融・財政・開発　　　　　　　　　　　監：霊璽ご：：High　C°mmissi°n伽Westem

［…9］　　　　　　　　　所蔵AMS－B－33（B9－1）5288378・92
酩Annu・1・ep？・t／C・nt・al』k・f　S・1・m・n　［…3］

形態　micro6ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　Islands　Protectorate

注記　Title　f「om　original　cover・－Micro丘che・　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，

　　　　　　Originally　published：Honiara，　Solomon　　　　　　　　［197－？］

　　　　　　1・1皿d・・C・竺al　Bank・f　S・1・m・n丘land・，　形態2mi…丘・h・・；11　x　15，m

所蔵　VOL　1982－1989（1982－1989）AMS－4（S－266）　　　　　Paper　no．62・．

器゜］Annu。1＿／　＿lan＿t≡者璽B鑑艦m－n㎞一n

巻次等㌶゜liぽic「°丘chee司　　所蔵A－3（胸52883782・・

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1990　　100141
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書名　Fifth　development　plan，1968－1970（1st　April，

　　　　　　1968to　31st　March，1970）／Western　Paci丘c

　　　　　　High　Commission，　British　Solomon　Islands

　　　　　　Protectorate

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，
　　　　　　［197－？1

形態　　1micro6ches；11　x　15　cm

注記　Microfiche．　Originaユly　published：［Honiara］：

　　　　　　Western　Paci五c　High　Commission，［1968？］－36

　　　　　　p．．一，，Legislative　Council　Paper，　no．41，，．

編者　British　Solomon　Isla皿ds

　　　　　　Great　Britain．　High　Commission　fbr　Western

　　　　　　Paci丘c　Islands

所蔵　AMS－B－33（B9－3）5288378218

［0015】

書名　　Quarterly　review／Central　Bank　of　Solomon

　　　　　　Islands．－IMicro丘che　ed．1

巻次等Vbl．1，　no．1（March　1990）一

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1991

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：Honiara，

　　　　　　Solomon　Islands：Central　Bank　of　Solomon

　　　　　　Islands，［1990－．－Originally　continues：

　　　　　　Mid－year　economic　review．

編者　Central　Bank　of　Solomon　Islands

所蔵　VOL：1990（1－3）（1990－1990）AMS－4（S－267）

［0016］

書名　　Recurrent　estimates／Solomon
　　　　　　Islands．一［Microfiche　ed．］

巻次等1981（1981）一

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Description　ba8ed　on：1981（1981）．－

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：HoniaTa：

　　　　　　Government　Printing　Works，1980－．－Vbls．

　　　　　　fbr　1981－1982　called　also　v．1－v．2；v．　fbr　1984

　　　　　　called　also　v．2．－Vbls．　fbr〈1984＞一．

別書名Recurrent　estimates：approved　by　Parliament

編者　Solomon　Islands

所蔵　VOL　1981－1982，　S984－1987（1981－1987）

　　　　　　AMS－4（AS－204）

10017】

書名　Sixth　development　plan，1971－1973／British

　　　　　　Solomon　Islands　Protectorate

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，
　　　　　　［1979？］

形態　3micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Honiara：

　　　　　　s．n．，1971？ト242　P．，［10］P．　of　plates．

編者　British　Solomon　Blands

所蔵　AMS－B－33（B9－4）5288378226
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バヌアツ　　　　　　馨τ41L。，ecen、em。nt　du。。nd。minium　d。，　N。uv。11es

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hebrides，1967：principaux　resultats

人ロ統計　　　　　　出版㌫db「’dge，　C°nn・：Rese　h　Publ’cat’°ns，

　　　　　　・一〈1946＞一・　　　霊警L㍑霊鑑Cti。ncen，u，publi。ati。n、；

［0001】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

書名　Population　legaユe　ou　de　residence　habituelle　　注記　Origina皿y　published：Paris：［s・n・，196－F　4g　P・

出版 ㌫db「idge・C°nn・：Rese　h　Publ’cati°n・・編者i三ICt　nati。nal　d。la、tati，tiqueet　desetudes

形態　　1microfilm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　economiques（F「ance）

叢書　Resultats　statistiques　du　recensement　general　所蔵　AMF－L－70　5400023031

　　　　　　de　la　population　e｛琵ctue　le　10　mars　1946；v．1

　　　　　　麗「呈a；袈躍u’at’°n　censuspubl’cati°ns；金融・財政・開発

注記 簗灘懲’総壁…i・晋5］E，ti竺＿d？xp。ndit皿。／馳w

　　　　　　O・ゆally　publi、h，d、　P。，i，，Imp，em。，ie　　　Hrb「’d・・G・v・・nm・nt・『［M・c・・丘・he　ed・］

　　　　　　Nationale：Presses　Universitaires　de　France，　出版　Lelden：Inter　Documentation　Co・，c1988

　　　　　　1948－162P．：fbrms，　ill，　maps．　　　　　　　形態　micro丘ches；11　x　15　cm

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes注記　Description　based　on：1980；title　from　original

　　　　　　economiques（France）　　　　　　　　　　　　　　　　coverドMicro丘che．　Originally　published：

所蔵　AMF．L70　5400023007　　　　　　　　　　　　　　［Port　Vila］・－Micro丘che　ed・has　a　header
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　title：Recurrent　budget．－Vbls．　fbr　1981

　　　　　　＊一〈1957＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1981）－at　head　of　title：Republic　of　Wmuatu．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　別書名Recurrent　budget

［0002】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　New　Hebrides
書名　　Recensement　de　la　population　des　Nouvelles　　　　　　Vanuatu

　　　　　　Hebrides（population　non　originaire），1957　　　所蔵　VOL　1980－1984（1980－1984）AMS－4（AS－209）

出版　Woodbridge，　Co皿．：Reseaエch　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【0006】

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　書名　Estimates　of　revenue　and　expenditure　Ja皿uary

叢書　International　population　census　publications；　　　　－December　1980／British　Service　in　the　New

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hebrides・一［Micro6che　ed．］

注記　Originally　published：Paエis：［s．n．，195十50　P．．出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes形態　2micro6ches；11　x　15　cm

　　　　　　economiques（France）　　　　　　　　　　　　注記　Title　from　original　cover．一『Originally

所蔵　AMF－L－70　5400023015　　　　　　　　　　　　　　published：Vila：British　Service　in　the　New
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Hebrides．

　　　　　　＊一〈1967＞一＊　　　　　　　　　　　　　別書名British　National　Service　estimates：1st

馨τ31

　　　　　　Norma　McArthur，　J．　F．　Yaxley

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm

叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　OriginalIy　published：New　South　Wales：V．　C．

　　　　　　N．Blight，　Government　Printer，1968－viii，

　　　　　　488p．：ill．，　map．

編者　McArthur，　Noma
　　　　　　Yaxley，J．　F．

所蔵　AMF－L70　5400023023
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ポリネシア　　　　馨τ3】C。n、u，。fAm。，i＿S。m。a，　S。pt。mb。，25，

米領サモア　　　　　出版Clldb，idg。，　C。nE、R。，　，h　Publi，ati。nS，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　1microfilm；35　mm

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　叢書　Int。m。ti。nal　p。pulati。n　cen，u、　publi。ati。n，；

　　　　　　・一〈・95・〉一・　　　　注記蒜』認㌶。d，［、9与］一［22］P、ill．，map＆

1・…］　　　　　　　　　編者Unit・d　Stat…Bu・eau・f　the　Census
書名　Number　of　inhabitants　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L65　5400020052

出版 ㌫db「idge，　C°nn’：Resea「ch　Pub’icat’°ns’　・一〈・96・〉一・

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　【0004】
叢書　Census　of　population，1950／U・S・Department書名　Characteristics　of　the　population：number　of

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v・1　　　　　　　inhabitants，　general　population　characteristics，

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　general　social　and　economic　characteristics，

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　detailed　characteristics

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　seventeenth　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　decennial　census　of　the　United　States・－　　　　　　　　1977

　　　　　　0riginally　published：W｛逐hington：U・S・Govt・形態　1micromm；35　mm
　　　　　　P・int・侃・・952－1Y・（va・i・u・p◎g・）・1ll・，叢書C。n、u，。f　p。pul。ti。n，・960／U．S．　D・pa・tm・nt

　　　　　　map・；39・m・－P・・t・al・ep・・du・tl・n；Sect’°n　。f　C。mm。，ce，　Bu，eau・f　th・C・n・u・；v．・

　　　　　　・nAm…c皿Sa竺・a　p・．541　t°543・－　　　Int。mati。nal　p。pulati・n　cen・u・publi・ati・n・；

　　　　　　0・igin□ly　lssu・d　m・erle・・C・酪u・・f　　　S。，．1，・945．・967

　　　　　　P・pulat・・n，195°／U・S・D・pa「tment°f　注記At　h。ad。f　titl。、　Th。　Eighteenth　Decenni瓠

　　　　　　C・mm・・ce，　Bu・eau・f　th・C・nsus・　　　　C，皿u，。f　th。　Unit。d　Stat。，．－0，ゆally

内容　Partial　contents：Section　on　American　Samoa・　　　　published：Washington：U．S．　Govt．　Print．

　　　　　　　1950・　　　　　　　　　　　侃，1963－1v．（va・i・u・pagin朗）・ill．，　map・．
編者　United　States・Bureau　of　the　Census　　　　　　　　＿Partial　reproduction；Section　on　American

所蔵　　［American　Samoal：AMF－L－65　5400020037　　　　　Samoa　p．56－1　to　56－28．－Original　issued　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　series：Census　of　population，1960／U．S．

【00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

書名　Characteristics　of　the　population：number　of　　　　Census．

　　　　　　inhabitants，　generaユand　detailed　　　　　　内容　Partial　contents：Section　on　American　Samoa，

　　　　　　characteristics　of　the　population：parts　51－54，　　　　　　　1960．

　　　　　　territories　and　possessions　　　　　　　　　編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications・　所蔵　Pt．56，　American　Samoa：AMF－L65
　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5400020078

形態　1micro田m；35　mm
叢書　Census　of　population，1950／US．　Department【0005］

　　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v・2　　　書名　　Number　of　inhabitants：total　population

　　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　counts　fbr　the　U．S．，　states，　outlying　aleas，

　　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　counties，　cities，　standard　metropolitan

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　Seventeenth　　　　　statistical　areas，　urban　and　rural，　etc・

　　　　　　　Decennial　Census　of　the　United　States・一　　　出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　　0riginally　published：Washington：U・S・Govt・　　　1977

　　　　　　　Print・0任，1953－1v・（various　pagings）：ill・・形態　1micro丘lm；35　mm

　　　　　　　maps；30　cm・－Partial　reproduction；Section叢書　Census　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　　・nAm・・i・an　Sam・a　p・541　t・5418・一．　　。f　C。mm・・ce，　Bu・eau・f　th・C・n・u・；v．1・

　　　　　　　0・iginal　issu・d　in・e・i…C・n・u・・f　p・pulatl・n，　　Cha，a，t。，i，tics。f　th。　p。pul・ti・n；Pt．　A

　　　　　　　1950／U・S・D・pa・tm・nt・f　C・mm・・ce・Bu・eau　　Int。，nati。nal　p。pulati・n　cen・u・publi・ati・n・；

　　　　　　　of　the　Census・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

内容　Paエtial　contents：Section　on　American　Samoa，注記　At　head　of　title：The　eighteenth　decennial

　　　　　　　1950・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　census　of　the　United　States．－Origina皿y

編者　United　States・Bureau　of　the　Census　　　　　　　　published：Washington：U．S．　Govt・Print・

所蔵　　［American　Samoal：AMF－L－65　5400020045　　　　　0狂．，1961－1v．（various　pagings）：ill・，　maps；
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　　　　　　30cm．－Partial　reproduction；Section　on

　　　　　　American　Samoa　p．56－1　to　56－8．－Original

　　　　　　issued　in　series：Census　of　population，1960／

　　　　　　U．S．　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

内容　Paエtial　contents：Section　on　American　Samoa，

　　　　　　1960．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　　［American　S㎜oal：AMF－L65　5400020060

【0006】

書名　Number　of　inhabitants：totals　fbr　cities，

　　　　　　SMSA，s，　counties，　urban＆rural，　etc．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　population，1960，丘nal　report／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census；PC（1）－54A，56A

　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Washington：U．S．　Govt．

　　　　　　Print．　Off．，1960－54－1　to　54－4，56－1　to　56－8：

　　　　　　maps．－Original　issued　in　series：Census　of

　　　　　　population，1960，　final　report／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　American　Samoa：AMF－L65　5400020086

【00071

書名　General　population　chara£teristics：data　on

　　　　　　age，　race，　household　relationship，　sex，　marital

　　　　　　statUS

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micromm；35　mm
叢書　Census　of　population，1960，6nal　report／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census；PC（1）－54B，56B

　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　Originally　published：Washington：U．S．　Govt．

　　　　　　Print．　Off．，1961－．－Origina1姪sued　in　series：

　　　　　　Census　of　population，1960，　final　report／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　American　Samoa：AMF－L－65　5400020094
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仏領ポリネシア　　　注記麗＝麟隠！：a；蒜三罐s5。P．：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ill．，　map．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編者　Institut　nationaユde　la　statistique　et　des　etudes

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　　ec・n・miqu・・（社・nce）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMFL69　5400022884

　　　　　　＊一〈1946＞一＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【00041

【0001】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Le　recensement　de　la　population　non　originaire

書名　Francais　d’origine　metropolitaine　et　etrangers　　　　des　territoires　d，outre．mer　en　1951

出版　Woodbridge・Conn・：Research　Publications，　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，
　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1977

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　形態　　1　micromm；35　mm
叢書　Bulletin　mensuel　de　s｝atistique　d’outre－me「；・叢書　Bulletin　mensuel　de　statistique　d・outre－mer；．

　　　　　　SupPl・m・nt・e・i・・t・t・stiqu・；n・・12　　　　SupPl。m。nt記，ie　etud。，；n。．33

　　　　　　瀦麟。灘灘㌶蹴s　器1・：・霊㌫ul・ti・ncen・u・publ’・at’・n・；

注記 ＝＝麟a闘三臨・ilL，所蔵＝；・・聯；876
　　　　　　map・

編者 1：1蒜i惣盤；astatistiqueetdesetudes　＊一〈・956＞一＊

所蔵　AMF－L69　5400022868　　　　　　　　　　【0005】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Recensement　general　de　la

【0002】　　　　　　　　　　　P。pul。ti。n（decemb・e　1956）
書名　Population　oceanienne　　　　　　　　　　出版　Wbodbridge，　Conn．：Research　Publications，

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications・　　　　1977

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　　1microfilm；35　mm

形態　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

叢書　Bulletin　mensuel　de　statistique　d’outre－mer；・　　　　Ser．1，1945．1967

　　　　　　SupPlement　serie　statistique；no・11　　　　　注記　・Resultats　de丘nitifS・・．＿At　head　of　title：

　　　　　　㌫撚蒜ご㌶＝s　吾：膿u㌶1竺蒜蒜儒li，h。d：

竃騨』・一；別書名§竃躍議議麗1．
注記 ＝＝麟a蒜三翫・ilL，編者㍑：’認櫟。灘6）

編者
：藷＝㌶・・t・ti・tiqueetd・一所蔵霊；：1！ll8＝

所蔵　AMF－L69　5400022850　　　　　　　　　　　　　　＊＿〈1g62＞＿＊

　　　　　　＊一〈1951＞一＊　　　　　　【0006】

1…3】　　　　　　　　　酩社・n・hP・1四・・i・C・n・u・，1962
書名Oceani。（。n，embl。　d。　la　p。pul・ti・n）　　出版W・・db・idg・，　C・nn・・R・・ea・ch　Publicati°ns，

出版
㌃；；db・idg亀C・…・R・・e訂・hPubli・ati・n・，形態：忽cr。丘lm；35mm

形態1mi。，。mm；35　mm　　　　　叢書Int・mati・nal　p・pu1・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；
蛙Bul1。tin　m。n、u。l　d。，tati，tiqu。　d・。ut，÷m。，；．　Se「・1，1945－1967　．　．

　　　　　　＝瓢・：＝濫；認rrit。i，e、注記61i監㌫霊鑑瓢§野、㌔當r［8］P．

　　　　　　d，outre．mer；4e　ptie　　　　　　　　　　　　編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　Int。mati。n訓P。pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；　　ec・n・miqu巴（社・nce）

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMF－L69　5400022918
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［00071

書名　French　Polynesia　Census　1962二population　de

　　　　　　la　Polynesie　f士ancaise　paエcirconscription

出版　Woodbridge，　Conn、：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm

叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　”recensement　du　9　novembre　1962”．－

　　　　　　Originally　published：IS．1．：s．n．，196－］－6p．．

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　eCOnOmiqUeS（］［㌔anCe）

所蔵　AMF－L－69　5400022900

［00081

書名　Resultats　statistiques　du　recensement　general

　　　　　　de　la　population　de　la　Polynesie　fごancaise，

　　　　　　eHbctue　le　9　novembre　1962

出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micro丘lm；35　mm
叢書　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Republique　fra皿caise．－

　　　　　　Originally　published：Paエis：Imprimerie

　　　　　　Nationale，｛196十240　p．：ill．，　map．

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　eCOnOmiqUeS（FranCe）

所蔵　AMF－L69　5400022926

経済統計一般

10009］

書名　　Comptes　economiques　de　la　Polynesie

　　　　　　仕ancaise．一［Micro丘che　ed．1

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1982

形態　micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Description　based　on：1959（1959）．－

　　　　　　Micro丘che．　Originally　published：Paris：

　　　　　　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　economlques・

編者　Institut　national　de　la　statistique　et　des　etudes

　　　　　　eCOnOmiqUeS（FranCe）

所蔵　VOL　1959－1965，　S970－1976（1959－1976）

　　　　　　AMS－4（AS－139）
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ジョンストン島　　　　　　内容　蒜：：a：麗瀦S二蒜：膿：：。：蒜n㌫㌫認鵬’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Islands，1950．－Partial　contents：Section　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wake　Island，1950．

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　編者　Unit・d　Stat・・．　Bu・eau・f　th・C・n・u・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　［Johnston　kland，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　＊一〈1950＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　Islandl：AMF－L70　5400022975

【00011

書名　Number　of　inhabitants

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　1micro丘lm；35　mm
叢書　Census　of　population，1950／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1

　　　　　　1nternationaユpopulation　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　seventeenth

　　　　　　decennial　census　of　the　United　States．－

　　　　　　Originally　published：Washington：U．S．　Govt．

　　　　　　Print．　Off．，1952－1v．（various　pagings）：ill．，

　　　　　　maps；30　cm．－Partial　reproduction；Section

　　　　　　on　Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　Island　p．1－3，　T㎞ble　1．－Originally　issued　in

　　　　　　series：Census　of　population，1950／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

内容　Paエtial　contents：Section　on　Johnston　Island，

　　　　　　1950．－Partial　contents：Section　on　Midway

　　　　　　Islands，1950．－Paエtial　contents：Section　on

　　　　　　Wake　Island，1950．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　［Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　Island】：AMF－L70　5400022967

＊一 〈1960＞一＊

【0002】

書名　Number　of　inhabitants：total　population
　　　　　　counts　fbr　the　U．S．，　states，　outlying　areas，

　　　　　　counties，　cities，　standard　metropolitan

　　　　　　statistical　areas，　urban　and　rural，　etc．

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micro61m；35　mm
叢書　Census　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1．

　　　　　　Characteristics　of　the　population；Pt．　A

　　　　　　Internationaユpopulation　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：The　eighteenth　decennial

　　　　　　census　of　the　United　States．－Originaユly

　　　　　　pubhshed：W｛田hington：U．S．　Govt．　Print．

　　　　　　Of『．，1961－1v．（various　pagings）：ill．，　maps；

　　　　　　30cm．－Paエtial　reproduction；Section　on

　　　　　　Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake　Island

　　　　　　p．1－3，T㎞ble　1．－Original　issued　in　series：

　　　　　　Census　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census．
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ミッドウェー一言者島　　　　内容　芸：：a［麗：霞s：，霊：隠：：。：豊n㌫蒜書㌶’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Islands，1960．－Partial　contents：Section　on

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Wake　Island，1960．

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　編者　Unit・d　Stat…Bu・eau・f　th・C・n・u・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　［Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　＊一〈1950＞一＊　　　　　　　　　　　　　　　　　　Island］：AMF－L70　5400022991

100011

書名　Number　of　inhabita皿ts

出版　Woodbridge，　Co皿．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm

叢書　Census　of　population，1950／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　seventeenth

　　　　　　decennial　census　of　the　United　States．－

　　　　　　Origin｛証ly　published：Washington：U．S．　Govb．

　　　　　　Print．　Off．，1952－1v．（various　pagings）：ill．，

　　　　　　maps；30　cm．－Partial　reproduction；Section

　　　　　　on　Johnston　Island，　Midw｛ΨIslands，　Wake

　　　　　　Island　p・1－3，　T㎞ble　1．－Originaユly　issued　in

　　　　　　series：Census　of　population，1950／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

内容　Partial　contents：S㏄tion　on　Johnston　Island，

　　　　　　1950．－Paエtial　contents：Section　on　Midway

　　　　　　Islands，1950．－Partial　contents：Section　on

　　　　　　Wake　Island，1950．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　［Johnston　Island，　Midway　Islands，　Wake

　　　　　　Island］：AMF－L－70　5400022983

＊一 〈1960＞一＊

［00021

書名　Number　of　inhabitants：total　population

　　　　　　counts　fbr　the　U．S．，　states，　outlying　areas，

　　　　　　counties，　cities，　standard　metropolitan

　　　　　　statistical　areas，　urban　and　ruraユ，　etc．

形態　　1micro丘lm；35　mm

叢書　Census　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1．

　　　　　　Characteristics　of　the　population；Pt．　A

　　　　　　International　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：The　eighteenth　decenniaユ

　　　　　　census　of　the　United　States．－Originally

　　　　　　published：Washington：U．S．　Govt．　Print．

　　　　　　Ofr．，1961－1v．（various　pag戊ngs）：ill．，　maps；

　　　　　　30cm．－Paエtial　reproduction；Section　on

　　　　　　Johnston　Island，　Midw｛ΨISlands，　Wake　Island

　　　　　　p．1－3，T㎞ble　1．－Original　issued　in　series：

　　　　　　C6nsus　of　population，1960／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census．
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トンガ　　　　　　　當裟等撒11竃，D。。um。nt。ti。n　C。mpany，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　c1990

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態　10micro6ches；11　x　15　cm

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　注記　Desc，ipti。n　ba，ed。n、1g77；titl吐。m。，igi凶

［・…1．　　　　　　　霊ぷn撫蒜□豊職、霊鷲ぽave
酩Kmgd・m・f瓢ga・rep・・t≡h・・e・ull・・f　　働ga　I，1孤d、）．一・S．264・LH。ad。，．－R。p，int．

　　　　　　th・1956　cen・u・／by　M・’Ul1’uli血P・un・ua　　O，igin瓠ly　publi，h。d、　Nuku，al。伍、B孤k。f

出版　Woodbridge，　Conn・：Reseaエch　Publications，　　　　Tbnga，［1978－19871．－Original仕om：Joint

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　Bank－n、nd　Lib・a・y，　Int。・nati。nal　M。n。t。・y
形態　1micromm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Fund，　W品hington．－Originally　continued　by：

叢書Int・mati・刷P・pul・ti・n　cen・u・publi・ati・n・；　　N・ti・刷R・・e・v・B・nk・f恥ng・．　Annu・l

　　　　　　Ser・1・1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　reports　and　accounts　fbr　the　year　ended．．．．

注記　OriginaJly　published：｛Nuku’alofa：Govt・　　　別書名Annual　report

　　　　　　printer，1958］－iv，101　P・・　　　　　　　　　編者　Bank　of　Tbnga

編者　Tbnga・Census　OHicer　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：1977．1986（1977．1986）AMS．4（S．264）
　　　　　　Tupouniua，　M．，Uli，uli

所蔵　AMF－L－68　5400022843　　　　　　　　　　［0005】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Estimates　of　revenue　and　expenditure　and　the

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　development　estimates　fbr　the　yeaエ＿／

貿易　　　　　　　　　　　　　　　　　　Kingd・m・f恥nga．一【Mi…丘・he　ed．］

1…2】．　　．　　鵠蹴hl瓢罐at’°nC°’・c198＆
酩 惣櫟認］Kmld°m°f　注記8謡蹴蒜・＝。孟￥器（lhα

罐霊＝漂＝at1°nCα’c199°　麟認蹴織a霊㌶ll．一“xt
注記　De！（ごiption　b竺ed　on：1981・－Micro丘che・　　編者　Tbnga

　　　　　　盟器㍑還：：：監三」さ：：：㍑霊藷魏監nga　所蔵　X鑑：認よ認7　s98　H987（・97L・987）

鷲語鑑t㌶畷、986）AM＆4（＆262）　※1・・k・・985／86

金融・財政・開発

【0003】

書名　　AnnuaJ　report／Tbnga　Development
　　　　　　Bank．一［Microfiche　ed．］

巻次等1st（1977）－9th（1985）；1986（1986）－1988

　　　　　　（1988）

出版　Leiden：Inter　Documentation　Company，
　　　　　　c1990

形態　12micro6ches；11　x　15　cm

注記　Title　ffom　original　cover．一”S－263”－Header．－

　　　　　　Reprint．　OriginaJly　published：Nuku，alofa，

　　　　　　Tonga：Tbnga　Development　Bank，1978－1989．

　　　　　　－Originals　fξom：Joint　Bank－nlnd五brary，

　　　　　　International　Monetary　Fund，　Washington．

編者　Tonga　Development　Bank
所蔵　VOL：1－9；1986－1988（1977－1985；1986－1988）

　　　　　　AMS－4（S－263）

［0004】

書名　Annuaheport，　baユance　sheet　and　pro丘t　and

　　　　　　loss　account　fbr　the　year　ended　31st　Dec．＿

　　　　　　fbr　the＿annual　general　meeting／Bank　of

　　　　　　Tbnga．一［Micro丘che　ed．］



ツバル

金融・財政・開発

10001】

書名　Development　pla皿，1970－1972／Gilbert＆

　　　　　Ellice　Islands　Colony

出版　Zug，　Switzerla皿d：Inter　Documentation

　　　　　Company，【19－］

形態　3micro丘ches；11×15　cm
注記　Micro丘che．　Originally　published：Tarawa：

　　　　　［s．n．］，1970（93　p．）．－Header　title：Gilbert＆

　　　　　Ellice　Islands　Colony（U．K．）：developmnet

　　　　　plan，1970－1972．－IDC　order　no：D－1082．

別書名Gilbert＆Ellice　Isla皿ds　Colony，　U．K．：

　　　　　developmnet　plan，1970－1972

編者　Gilbert＆Ellice　Islands　Colony

所蔵　AMS－B－33（G1－1）5288378408

【00021

書名　Development　pla皿，1973－1976

出版　Zug，　Switzerla皿d：Inter　Documentation

　　　　　Company，1979

形態　2micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：［Tarawa］：

　　　　　Government　Printing　Division，［19721（120

　　　　　1eaves）．－Header　title：Gilbert　and　Ellis

　　　　　Islands：development　plan，1973－1976．

別書名Gilbert　and　Ellis　Islands：development　plan，

　　　　　1973－1976

編者　Gilbert　and　Ellice　Islands　Colony

所蔵　AMS－B－33（G1－2）5288378416

［0003】

書名　Development　plan，1973－1976：丘rst　annual

　　　　　review

出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　Company，1979

形態　2micro丘ches；11　x　15　cm

注記　Micro丘che．　Originally　published：Tarawa：

　　　　　Govenment　Printing　Wbrks，［1973｜（132　p．）．－

　　　　　Header　title：Gilbert　and　Ellice丘lands：丘rst

　　　　　a皿ual　review　of　the　1973－1976：development

　　　　　plan．

別書名Gilbert　and　Ellice　Islands：6rst　annual　review

　　　　　of　the　1973－1976：development　plan

編者　Gilbert　and　Ellice　Islands

所蔵　AMS－B－33（G1－3）5288401218
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西サモア　　　　　　裂薯名C器s蒜a㌶，：蒜fStati，ti，，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL：1967－1968（1967－1968）AMS－4（AS－136）

一
般統計　　　　　　甕跳聯、デ’s°’nmic「°丘che：

｛0001】

書⊇㌫㍑瓢＝麗lt°fStatist’c㌦・統計

當裟等謬，（欝b。，um＿ncα，198L　　・一〈・921＞一・

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　【0004】

注記　Vbls・fbr　1969（1969）－called　also　4th　issu－・一　書名　Results　of　a　census　of　the　Dominion　of　New

　　　　　　Micr・丘・h・・0・ゆ□ly．publi・h・d・ApiC・　　　Z・砿and　tak。n品・th。　night。f　th，17th　Ap，il，

　　　　　　D・p口tm・nt・f6tCtlst1㏄，［1971－・－0・・理naly　　1921／，。mpil。d　in　the　cen，u，㎝d，t。ti，tics

所蔵 顯；霊；灘＝h：M＆4（A＆136）叢書謬罐蹴ulat’°ncensuspubllcat’°ns；

　　　　　　AMS－L16（W1）　　　　　　　　　　　　　　注記　Originally　published：Wellington：Marcus　F・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Maエks，　Government　Printer，1921．

［00021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内容　Appendices，　A．　Maori　census．－B．　Census　of

書名　Statistical　abstract　of　Western　Samoa／　　　　　　　Cook　and　other　a皿nexed　Paci丘c　Islands．＿C．

　　　　　　Government　of　Western　Samoa，　Bureau　of　　　　　Census　of　W（鶏tern　Samoa．＿D．　Public

　　　　　　Statistics・一｛Micro丘che　ed・】　　　　　　　　　　　　　　libraries．－E．　Religious　denominations，　place

巻次等1966（1966）－1966（1966）　　　　　　　　　　　　　of　worship．－F．　Poultry　and　bees．

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・，1981　　　　編者　New　Zealand．　Government　Statistician・s　O伍ce

欝；器慧e；li品㌶。dby、　IApia］：所蔵＝盟A－MFL72（7）

　　　　　　竃蕊竃撒竃懸　雛芸：：1：言1羅㌫2（2・＝65°

　　　　　　continued　by：Statistical　year－book…Western　　　　＊一〈1926＞一＊

　　　　　　Samoa．

別書名Publication　　　　　　　　　　　．　　　　10005】
　　　　　　Annual　statistical　abstract　　　　　　　　　書名　Census　of　New　Zealand・s　dependencies：Cook

編者　Western　Samoa・Bureau　of　Statistics　　　　　　　　Islands　and　Niue，　Tbkelau　Islands，　W（掲tern

所蔵　VOL　1966（1966－1966）AMS－4（AS－136）　　　　　　　Samoa／compiled　in　the　census　and　statistics

　　　　　　※LibraTy　has　also　in　micro丘che：　　　　　　　　oHice，　Wellington，　N．　Z．

　　　　　　AMS－L16（W1）　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

［0003】　　　　　　　　　　　　119811
書名Statistic品year．book…Western　Samoa／　形態1micro61m；35㎜
　　　　　　Govemment　of　Western　Samoぴ一［Micro丘che　　叢書　Population　census，1926；v・2

　　　　　　ed．】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　International　population　census　publications；

巻次等1967（1967）－1968（1968）　　　　　　　　　　　　　Se「・II，　P「e－1945

出版　Zug：Inter　Documentation　Co．，1981　　　　注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand．一

形態　7micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　Originally　published：WdHngton：W．　A．　G．
注記　Title　varies　slightly；Statistical　yeaエbook．．．　　　　　Skinner，　Government　Printer，1927－15　P・・

　　　　　　Western　Samoa，1968（1968）．－Micro丘che　ed．男ll書名Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，

　　　　　　has　a　header　title：Annual　statistical　abstract．　　　　Tbkelau　Islands，　Western　Samoa

　　　　　　－Vbls・fbr　1967－called　aユso　2nd　issue－．一　　　編者　New　Zealand．　Census　and　Statistics　Of6ce

　　　　　　Microfiche・OriginaUy　issued　by：｛Apia］：　　　所蔵　AMF－L72（8）5400023718

　　　　　　Bureau　of　Statistics，　Prime　Ministers　Dept．，

　　　　　　11968－1969］・－Originally　continues：Statistical　　　　　　　＊一〈1936＞一＊

　　　　　　abstract　of　Western　Samoa．－Originally

　　　　　　continued　by：Statistical　abstract．　　　　　　　　　　　【0006】
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書名　Dependencies：Cook　Islands　and　Niue，　　　書名　Report　on　the　population　census，1956／by

　　　　　　臨lau　Isl舐d，　Western　Samoa（su㎜町　　　　Kathleen　M．　Jupp
　　　　　　only）／compiled　by　the　Census　a皿d　Statistics　出版　Woodbridge，　Conn．：Reseaエch　Publications，

　　　　　　Department，　Wellington，　N．　Z．　　　　　　　　　　　　1977

出版　Woodbridge，　Conn・：Research　Publications，　形態　1micromm；35　mm
　　　　　　［19811　　　　　　　　　　　　　　　　　　叢書　International　population　census　publications；

形態　　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

叢書　Population　census，1936；v・2　　　　　　　注記　At　head　of　title：Territory　of　Western　Samoa．

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　－Origina皿y　published：Wellington：

　　　　　　Ser．　II，　Pre－1945　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Government　Printer，1958－127　p．：maps．

注記　At　head　of　title：Dominion　of　New　Zealand・一　別書名Tbrritory　of　Western　Samoa：report　on　the

　　　　　　Originally　published：Wellington：E．　V．　Paul，　　　　　population　census，1956

　　　　　　Government　Printer・1937－11　P・・　　　　　　編者　JupP，　Kathleen　M．

編者　New　Zealand・Census　and　Statistics　Dept・　　所蔵　AMF．L．70　5400023080

所蔵　AMF－L－72（9）5400023890
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊一〈1961＞一＊

　　　　　　＊一〈1945＞一＊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【00101

POO7】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書名　Population　census，1961
書名　Island　territories：Cook　Islands　and　Niue，　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　Tbkelau　Island，　Western　Samoa／compiled　by　　　　1977

出版

跳＝㌶945；肌、　注記灘竃i羅D鷲耀1’ly
注記竃鞭Pご㌘三：：㍑名霊麗＝＝’°ncensuら1961

　　　　　　　0riginally　published：Auckland：1、eightons，

編者＝‘1蒜d．C。n、u＿dSt。ti，ticsD。pt．金融・財政・開発

所蔵　AMF－L72（10）5400024070　　　　　　　　［00111
　　　　　　　AMF－L68　5400022702　　　　　　　　　　書名　Annuaheport　fbr　yeaエended＿．一［Micro丘che

　　　　　　　AMF－L705400023064　　　　　　・d．1

　　　　　　　＊一〈・95・〉一＊　　　　擁三認：：；：f㌻盟’°nCα・1982

【0008］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注記　Description　based　on：1962．－Section　in

書名　Population　census，1951／compiled　by　the　　　　　Samoan　has　sp㏄ial　title－page：Faユe　Tbutupe　o

　　　　　　　District　Af臨irs　Bra皿ch　of　the　Secretariat　to　　　　　　Samoa　i　Sisifb．互poti　faale－tausaga　mo　le

　　　　　　　the　Government　of　Western　Samoa　　　　　　　　　tausaga　na　f皿uina　ia＿・－Micro丘che．

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，　　　　Originally　published：Apia，　Western　Samoa：

　　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bank　of　Western　Samoa・－Some　reports　have

形態　　1micro丘lm；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　　also　numeric　designation；e・9・，1985　report

叢⊇1・1・＝gu’ati・ncen・u・pub’i・ati－；盤：ごs°26⌒xtinEngl’sh皿d

注記　At　head　of　title：Govemment　of　Western　　　別書名Lipoti』1（＞tausaga　mo　le　tausaga　na』i　uina

　　　　　　　Samoa．－Originally　published：Wellington：　　　　　la”°
　　　　　　　R．E．　Owen，　Government　Printer，1954－28　P．編者　Bank　of　Western　Samoa

　　　　　　　：maps．　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　VOL　1962－1986（1962－1986）AMS－4（AS－137）

1：名羅鷲蒜Sam°a：P°pu’ati°n寳；21ApP，。V。d。，tima＿f，eceipt，－dpa卿。nts

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　the　Independent　State　of　Western　Samoa

　　　　　　　・一〈1956＞一・　　　　　　　　b・th・y・班・nding…／L・塵lativ・A銘・mbly
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Western　Samoa．－IMicro6che　ed．］

［00091　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1989
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｛00141

書名　　Estimates　of　receipts　and　expenditure　of　the

　　　　　　Independent　State　of　Western　Samoa　fbr　the

　　　　　　year　ending＿／Legislative　Assembly　of

形態　microfiches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　書名　National　goals，　development　priorities　and

注記　Description　based　on：1984．－Micro丘che．　　　　　　public　expenditure　policies，1975－1979：丘rst

　　　　　　　Originally　published：［Apia］：Legislative　　　　　　　report　of　the　1975－1979　economic　development

　　　　　　　Assembly　of　Western　Samoa．－Originally　　　　　　　Plan／Department　of　Economic　Development

　　　　　　　continues：Estimates　of　receipts　and　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation，1979

　　　　　　　expenditure　of　the　Independent　State　of　　　形態　3micro丘ches；11　x　15　cm

　　　　　　Western　Samoa　fbr　the　yeaエending…・　　　　注記　Micro丘che．　Originally　published：［Api司：

別書名Parliamentary　paper　　　　　　　　　　　　　　　Dept．　of　Economic　Development，［1974］（vii，

編者　Western　Samoa．　Legislative　Assembly　　　　　　　99，361eaves）・

所蔵　VOL　1984－1985，　S987－1988（1984－1988）　　　編者　Western　Samoa・Dept・of　Economic

　　　　　　AMS－4（AS－211）　　　　　　　　　　　　　　　　　　Development
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所蔵　AMS－B－33（W2R）5288403545

【0013｝

書名　The．．．　budget　statement／by　the　Minister　of　lOO16】

　　　　　　Finance．＿－IMicro丘che　ed．】　　　　　　　　書名　Statement　on　the…supPlementaエy　estimates

出版　Leiden：Inter　Documentation　Co．，c1988　　　　　／by　the　Minister　of　Finance・一［Micro丘che　ed・］

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　出版　Apia，　Western　Samoa：The　Minister

注記D。，cripti。n　based。n、1976．－Mi，，。丘。h。．　形態mi…丘・h・・；11　x　15・m

　　　　　　O・iginally　publi・h・d・［Apia，　W㏄t。m　Sam。a］．注記Desc・i跡i・n』“・n・1984・－WL品・1986

縮W・・t・mSam・a　Mini・t…fFinance　　蒜：tご：器：霊：∫：1認1：｛贈enta「y

所蔵VOL　1976－1978，　S980－1989（1976－1989）　　　W。，t。m　Sam。a．－Micr。6。h。．0，i亘n瓠ly

　　　　　　AMS－4（AS－212）　　　　　　　　publi，h。d、　Apia，　W。，t。，n　S。m。a、Mini、t。，。f

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Finance．

編者　Western　Samoa．　Minister　of　Finance

所蔵　VOL：1984，　S986，　S988（1）（1984－1988）

　　　　　　AMS－4（AS－213）

　　　　　　　W・・t・mSam・a・一【Micr・丘・he　ed・］　　　【0017】

出版　Zug：Inter　Documentation　Co・・1982一　　　書名　The　Third丘ve　yeaエplan　fbr　the　national

形態　micro丘ches；11　x　15　cm　　　　　　　　　　　　　　development　of　Western　Samoa，1975－1979／

注記　Description　based　on：1971．－Originally　cover　　　　Department　of　Economic　Development

　　　　　　　title　varies；vols．　fbr　1975（1975）一．一　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

　　　　　　　Micro丘che．　Origina皿y　published：［Apial：　　　　　　Company，1978

　　　　　　　Legislative　Assembly　of　Western　Samoa・一　　形態　8micro丘ches；11×15　cm

　　　　　　　Originally　continued　by：ApProved　estimates　注記　Micro丘che．　Originally　published：［Apia］：

　　　　　　　・f・eceipt・and剛m・nt・・f　th・Ind・p・nd・nt　　D・pt．・f　E・・n・mi・D・v・1・pm・nt，1975（11，

　　　　　　　St・t・・f　W・・t・m　Sam・a品・th・y・a・ending…・　368　P．）．－H・ad・・titl・・W・・t・m　S・m・a、

　　　　　　　－Micr・6・he　ed・・ep・・duced　with・　　　　D・pa・tm・nt・f　E・・n・mi・D・v・1。pm。nt、thi，d

　　　　　　　SupPl・m・nt・・y・・timat…f・xp・nditu・e・f　th・　　丘v・y・a・plan品・th。　nati。nal　d。v。1。pm。nt。f

　　　　　　　government　Western　Samoa　fbr　the　year　　　　　　　Western　Samoa，1976－1979．－IDC　order　no：

　　　　　　　ending＿．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　D－1903．

別書名ApProved　estimates　of　receipts　and　　　　　別書名Western　Samoa：Depaエtment　of　Economic

　　　　　　　expenditure　of　the　Independent　State　of　　　　　　　　Development：third丘ve　year　plan　fbr　the

　　　　　　Western　Samoa　fbr　the　year　ending…　　　　　　　　national　development　of　Western　Samoa，

　　　　　　　Pa「liamenta「y　PaPe「　　　　　　　　　　　　　　　　　　1976－1979

　　　　　　ApProved　estimates　of　receipts　and　payments　　　　　Western　Samoa，　third丘ve　year　development

　　　　　　of　the　Independent　State　of　Western　Samoa　　　　　plan，1975－1979

　　　　　　fbr　the　year　ending…　　　　　　　　　　　　編者　Western　Samoa．　Dept．　of　Economic

　　　　　　SupPl・m・nta巧・・tim・t…f・xp・nditu・e・f　th・　　D。v。1。pm。nt

　　　　　　：蒜：竺Westem　S　a品「they　　所蔵AM＆B33（W2）52884・3537

編者　Western　Samoa．　Legislative　Assembly　　　　【00181

所蔵　VOL：1971－1977，　S980－1982（1971－1981）　　　書名　Western　Samoa’s　economic　development

　　　　　　AMS－4（AS－138）　　　　　　　　　　　　　　　　　　programme，1966－1970／｛Economic

　　　　　　※vols．　fbr　1980－in　AMS－4（AS－211）　　　　　　　　　Development　Boardl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Zug，　Switzerland：Inter　Documentation

［00151　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Compa皿y，［19－1



357

形態　9micro6ches；11×15　cm
注記　Micro6che．　Originally　published：［Apia］：［s．n．］，

　　　　　　1966（1v．）．－Header　title：Western　Samoa：

　　　　　　Economic　Development　Board：Western

　　　　　　Samoa，s　economic　development　programme，

　　　　　　　196（ト1970．－Errata　inserted．－IDC　order　no：

　　　　　　　D－673．

別書名Western　Samoa：Economic　Development
　　　　　　　Board：Western　Samoa，s　economic

　　　　　　　development　programme，1966－1970

編者　Western　Samoa．　Economic　Development
　　　　　　　Boaエd

所蔵　AMS－B－33（W2）5288403511
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その他の太平洋諸島　馨τ31Ch＿。t。，輌。fth。p。pul。ti。n、numb。，。f

ノ、ワイ　　　　　　　　　　　　　　　跳：裟鷲ご」慧認。：：盟ご遼三籔蓋1霊：1’CS’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　and　detailed　characteristics

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

人ロ統計　　　　　　　　　　　　　　　　1977
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　形態1micro丘lm；35㎜

　　　　　　＊一〈1950＞一＊　　　　　　　　　　　　　　叢書　Census　of　population，1960／U．S．　Depaエtment

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．1

［00011　　　　　　　　　　　1nt。mati。nal　p。pulati。n　cen・u・publi・ati・n・；
書名　Number　of　inhabitants　　　　　　　　　　　　　　Ser．1，1945－1967

出版　Woodbridge・Conn・：Reseaエch　Publications，　注記　At　head　of　title：The　Eighteenth　Decenniaユ

　　　　　　1977　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Census　of　the　United　States．－Originally

形態　1micro61m；35　mm　　　　　　　　　　　　　　　published：W品hington：US．　Govt・Print・
叢書　Census　of　population，1950／U・S・Department　　　　Off．，1963－1v．（various　pagings）：i1L，　maps・

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v・1　　　　　　　－Partial　reproduction；Section　on　Hawaii

　　　　　　International　population　census　publications；　　　　　　　　xlviii　p．，　P．13－1　to　13－272．－Originaユissued

　　　　　　Ser．1，1945－1967　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　in　series：Census　of　population，1960／U．S．

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　seventeenth　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　decenniaユcensus　of　the　United　States．－　　　　　　　　　Census．

　　　　　　「Originally　published：W｛稻hington：U・S・Govt・内容　Partial　contents：Section　on　Hawaii，1960・

　　　　　　Print．　Off．，1952－1v．（various　pagings）：ill・，編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

　　　　　　maps；30　cm・－Paエtial　reproduction；Section　所蔵　Pt．13，　Hawaii：AMF－L70　5400022959

　　　　　　0n　Hawaii　p．52－1　to　52－8．－Originally　issued

　　　　　　in　series：Census　of　population，1950／U．S．

　　　　　　Department　of　Commerce，　Bureau　of　the

　　　　　　Census．

内容　Paエtial　contents：Section　on　Hawaii，1950．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　　［Hawaii］：

【0002】

書名　Chaエacteristics　of　the　population：number　of

　　　　　　inhabitants，　generaユand　detailed

　　　　　　cha匪acteristics　of　the　population：parts　51－54，

　　　　　　territories　and　possessions

出版　Woodbridge，　Conn．：Research　Publications，

　　　　　　1977

形態　　1micro丘lm；35　mm

叢書　　Census　of　population，1950／U．S．　Department

　　　　　　of　Commerce，　Bureau　of　the　Census；v．2

　　　　　　1nternational　population　census　publications；

　　　　　　Ser．1，1945－1967

注記　At　head　of　title：Areport　of　the　Seventeenth

　　　　　　Decennial　Census　of　the　United　States．－

　　　　　　Originally　published：W紬ington：U．S．　Govt．

　　　　　　Print．　Off．，1953－1v．（various　pagings）：ill．，

　　　　　　maps；30　cm．－artial　reproduction；Section

　　　　　　on　Hawaii　p．52－i　to　52xviii，52－1　to　52－153．－

　　　　　　Original　issued　in　series：Census　of　population，

　　　　　　1950／U．S．　Department　of　Commerce，　Bureau

　　　　　　of　the　Census．

内容　Partial　contents：Section　on　Hawaii，1950．

編者　United　States．　Bureau　of　the　Census

所蔵　［Hawaii】：AMF－L70　5400022942

＊一 〈1960＞一＊
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