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このページの一番目の国紹介です。

qdar aadaumgb badagaab dafaraumaab aadagaadaum badaumb dafaumb saumzi
自然に私達の家の地方では元気が約束になり、遠方の人は全て他の沖の家だった。
軒並みに希望の子供ができた。

sbadasaum dar fab aumaatar aaar faum bfaum bfar daumaadaqaum
若者の出入りが出来て土地は薬になった。家に土地を増やし私達の土地は農園で、
新しい希望や新しい土地で、家は幾らか自立希望になった。

bqtaadas saumaumaumsazi bfazi aadafb dafaab dafaumb badafb k
後進の他の所は指導者のサジへの希望が新しくできた。
他の遠い人は十分な希望の人であり、約束の遠い人はその後であった。

sbadar aadaumar and baaumdazi baaumb saumaab daftdazi saum badaumaumazi
成長した土地は私達の家の土地だった。そして見張り役に見張り人を置き、
指導者はただ貧しい役で、指導者は軒並に希望を可能にした。

nadar saaair azi dafar dafar aadar araum aaar ararb bfaum ar aaazi
土地が無くても色々な場所は可能で豊かな土地である。豊かな土地の私達の土地に知らせ
があり、アラブの土地が私達の土地になり、新しい希望の土地が色々できた。

fdaraatb dafand aaarb daftdarb dafaum saumaaar bqttb aadaum fazi
遠い土地は人が増え、年上の私達のアラブが貧しい土地の人となった。
希望として指導者が私達の土地を後進国に(渡したので)、私達の家は混乱した。

kand aadaum qttb saum badazi badaumftdaum bfaumdasb daftb aatdaumb da faab
しかし私達の家は小さい国だが指導者は、きっと軒並み足元の家を若者の成長の為にできる。
貧困は国民に少し良かった。
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fdaumttbaaum daumttazi saumdar aab daftdasaab bftdaaab daftb qaum sb aumazi
遠い家は成り行きとともに家をまとめる事が可能で、指導者の土地は全てそうした。
貧しい出入りだけ、新しく小さいだけ、貧しい人の兆しの国でも希望は可能だった。

badaumand aattb bftdasand nadaar and ararb battb sand taumazi
軒並みではあるが人が増え新しい出入りも小さく無い土地に増えた。そして、
若者や人々は豊かな国の国土で集まり希望ができた。

faum ar azi baar aatpaatb dafar aumsb dafaumaatazi nadaqand daft kb
集団農園の土地は可能で、土地に沿って幾らかの国を加え、豊かな土地は希望の国だった。
希望は増やすことができたが、奴国連合は貧しいままだった。

nadapadasb nadaqaumazi aaairaum nadatfand dafaumaum saumdar darazi
深く無い成長でも自立は可能な幾らかの場所にも芽はある。
表面的でない所の希望の芽は指導者の土地であり、土地は良くできた。

badaar ar aadaumsata dafaumaaaum saum aadaumsb daqaumb k airaumsb baar
悪い土地でも土地であり、私達の家であり国であり、希望の手は指導者である。
私達の家の国は自立し後に希望の国の場所となった。広範にである。

bfar battar aatdaumsb bqtdaum aatdaum aatdasb aaaum aadand daum daumb
新しい土地は成長し家や国を追加し、後進家には希望を与えた。
成長し手はひどいが、家や国民の為である。

baarazi daqair aatqand bfaaaumb saumaaaum bqaum daqaumaum daumb aaaum
土地に沿って可能だったが暗い場所では、しかしながら新しい人の手を加えた。
指導者の手は未来の芽であり希望の芽であり、国民の手である。

二番目の国です。

fbpaatb ar air bfabab nadafbbatb paasb sbaaumb pbsaumb aadaqb dapb
思い出が幾らかある国の土地は新しい大きな勢力の所である。争いの無い枠組みは、
幾らかの国にあり、人々に届き安心したが、他の国では(争いは)奥までだった。

bbadaumbab nadafdaumb sand bqaum saumaasb nadaqb saum bfaadasb k daumaraumb
無駄な家の勢力は豊かな家ではない。国土の後の兆しは若者の発展を支配しない。
若者は新しい成長をした後に土地と家の人々になる。
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sarar badum aadaumraumb aadaumand dasand aaaumb sarar and daqaum dafaum
ボスの土地は軒並み人々の周りに空家がある。空家であるが幾らかの人々の出入りが、
ボスの土地にあり、そして発展の芽であり発展の兆しである。

fdasaum nadaftb aaaumb saum nadaqaumsb dafarb daqaumaum battk aaaum daaaaumb
遠い所の発展は貧困ではなく、私達の人々が自立国として発展した。
豊かな人々が発展の兆しや芽を、契約に沿って小さな私達の人々に任せた。

bbatdaqab aumaatb daumdabattb daumand dumqtaum saumsb dafaumar ar ardasazi
無駄でない費用は家に人を増やし、家のきまりの国である。
家ではあるが家の狭く無い希望があり、指導者の国では豊かな希望の土地であった。
土地は土地への出入りを可能にした。

faatdar baatdar bataid daqtb nadafaiumb sand aab aadaumqdar dataqtdaum dafb
良くない土地は枠組みの土地であり、多くの援助に支配されている。
国土は全て十分な変化はなく、私達の狭い土地の家では家が狭かった時期には争った。

saadaumb bfar aadaum saum nadaanr aaaumdaumqb dakaum aadafazi aaaum daumkttz
色々な家の人は新しい土地にした。私達の家の指導者は蓄えが少なく無かった。
手・家・国・強い指導者・他の遠くへ行ける手を、家の後に契約した。

badaum aumttsb aadafar daqtaum batdasb nadaqaumaaar dafaum aadaqb kar
軒並みにヤマト国は土地を押し退け指導者を支配し豊かに成長した。
自立した私達の土地はその後他の国に発展の兆しがあった。

faqaid dafttdak daqtaum ar dafaumdar aatdatqar aatqb dafbqar
遠い中に大変貧しく支配された人や土地があり、発展の兆しが土地にあり、表面的な
僅かの土地を加え小国を加え、小国を争った。

daar aatqab dafttdaaumb dafar aumqar araumsar
狭い土地に地震があり、若い小さな人々から、
豊かな土地の希望の小地のボスに知らせがあった。
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三番目の国です。

qbaar badaqb dapaattar dagasaid dapbatdaumand dapbsand pdasanr
狭い土地に沿って悪い地域があった。多くの土地を集めて遠い昔には多くの豊かな家があり、
決まった事だが僅かな出入の蓄えになった。

bftdar dafb aaaumfar arbatttfaab faum  aumaatar aadar arazi
新しくない農地は争い仕事は遠い土地だった。土地は遠くをたくさん集めたのが全てで、
農場の希望は土地の追加だった。土地を追加した幾らかの農地は土地ができた。

bbataumqair dasaumaumb saumaum aab kair badaqar daumaumsb daqaumdasb
無駄でない希望は小さな約束であり、次々と出入する希望の人は指導者の希望が全てだった。
後の場所は約束の小地で、家が希望の国は自立希望として成長した。

dasaumar aatdar karaumdaumsaumb aatdazi aadararaumsazi aaaum aataum k dazib
出入の希望の土地は強まり、後に知らせた家の支配者の人の役目となった。
私達の農地には知らせが集まり、役目に希望が増え、後に成長した。

bfdar ar atdazi nadaqaumdak aasb sair aadasb aatdaum daqdaumaab dafaumsb
新しい農地や土地は食べることが目的で、強く自立希望でなかった。幾らかの国の長老は
成長し家を加えて全て自立家とし豊かな希望の国となった。

dasbaadaum fand daqaumdar aadaumdaumtqar dafaraaadata aadaum qaz nadaqaum
私達の家の周りの出入は遠いが、自立希望の農地は幾らかの家を次々と狭くない土地にし、
豊かな土地が暫くできた。私達の家は少し自立希望が無くなった。

danadafaumb nadaqand aafaumsb nadaqb sar aum adaumfaumb nadaqaumsb 
多かれ少なかれ農場の人は成り立たなかったが希望を合わせた国は支配が無かった。
ボスの希望は、幾らかの家が農場の人となり自立希望の無い国だった。
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kaadafaaab satadaumk nadaqaumdak aatdar datqtdasb nadaqaumb nadaqarsb
岸は辛いのが全てで希望を集めた家は後に、強く自立希望が無くなり固くなり、表面的な
少しの成長をした。自立希望の無い人は自立しない土地の国となった。

bqbatdaum aadaqtb saumdaum badaqaumdaum nadaqaumb qaumsb bfaipdazi
後の為に多くの家は幾らか自立の国となり、指導者の家は自立希望に沿った家となり、
自立希望で無い人は少ない希望の国で、新しく明るい仕事に就いた。

sfdar batdata nadaqdar baaraum qadaum badaumar and batdafaazi
遠くの農地を集めた多くの家は未自立農地で土地毎に希望があった。
水の家は軒並み土地ではあるが多く広くできた。

kqand badaqaum aadaqab nadaqb aafab bqttbab badatqar
後の事ではあるが、自立希望に沿って幾らかの費用で支配された。
幾らか良かったのは、古い勢力の悪くはない狭い土地だった。

dapdaumqtdar daumaadagab padaum aabqaumsb aadaumdaumk aaqand daumgaazi
多くの家は狭くない農地で、家は幾らか遠い。離れた家は全て少ない希望の国で
幾らか次々と家の後に、若いが家は沖にできた。

kbbatdak dakaumb atdak daftb bqar umk and daqand bfdaumqaum
強く豊かさを守り自立希望の人は固くなった。
豊かな国は、古い土地は色々な後ではあるが、成立した新しい家には兆しがあった。

sfbadaum sbfaum daqardaumdaum batdaum nadaqab nadaqaumb kaumdata sataazi
しっかりした家を集め、新しい希望を集め自立地に次々と家ができ多くの家は
費用がいらず自立希望の人ではなかったが後に、希望の家から国ができた。

bkdaumaatb arairatab padasb fbaaumb aumdaumk bqaumb qar arazi
後のために家に人を増やしたが土地の恵みは腐った。幾らか成長ししっかりした希望の人は
後からの希望の人に小地を(与え)土地ができた。

saadaum aadaqaum kand saum daqaum k aumaatb
色々な家が幾らかの自立希望であった。指導者の自立希望は後に希望の人を追加した。


