Boosting Student Enrolment in Mali and

セネガル及びマリにおける児童の就学促進

Senegal
A partnership between buildOn and the Millennium

ミレニアム・ビレッジとビルドオンの連携事業
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新たな道路がマリに建設されました。ニジェー
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Millennium Villages Blog Launches

ミレニアム・ビレッジ、ブログ開設

Millennium Promise and our partners at the Earth

ミレニアム・プロミスおよびアースインスティ

Institute have launched a new Millennium Villages blog.

チュートにおける我々のパートナーは、ミレニ

The blog allows us to share stories from the field with

アム・ビレッジの新しいブログを開設しまし
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Graphic Timeline of the MDGs

ミレニアム開発目標、目で見る年表

A graphic timeline on the Millennium Promise web site
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