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手稿中、文字が判別できる中では最も難解なページです。内容を掴みにくいのです。

fdaum badaqaab bpand dapand aadaqaumb bpar bpaum dapaum dapaum sand
遠い家では約束が少ない。確かではないが質素で外国の人々である。
風の土地は風への希望が多い希望で、多い希望の国土であった。

sair dar baumnd fair b nadafaumdasb kand daqtdasb nadafair ar aumdak darqb
明るい農地は豊かであり遠い所の人は豊かではない希望で成長し、後ではあるが
統治成長した豊かで無い所の土地は、希望は農地で農地は少なかった。

fdasaum nadafaid badaqattb nadaqtdaum daqtb nadaqaum aaaum saumb ar aizi
遠い出入りの希望は十分な助けがなく悪い防御だった。統治されていない家は自立国に、
自立希望無く任せ、跡継ぎの土地は野菜だった。

dar and daqairb sair aum nadaqaum nadaqand nadaqaumb dafar daumqaumb daqaum
農地であるが自立場所の人は日光を希望し、自立希望は無いかった。
奴連合は自立希望の無い人を自立地にし、家が小さく希望の人には自立希望の人を置いた。

gank dagarar nadafand badaumb nadafand bnadaqaumb daqaum nadaqaum daqaumb
遠い杭(統治地)は遠く次々と土地ができ、豊かではないが軒並み人がいた。
豊かではないが人は自立希望の無い人は自立希望で、自立希望の無い人は自立希望の人だった  。  

(国民の性格を表しているのでしょう)



Beinecke MS 408   58v-02

nadaqair dar aumb badar sand aadaum b saum bqand darz gaatb daqaumb daqb
自立地でない所の農地の人々は、農地に従って国土に幾らかの家の人を置いた。
指導者は後であるが農地をつくり取った国の自立希望の人を支配した。

b sand nadaqttb nadaqar umaatsb nadaqaumdar batdaumk daftdar and aatqb
人と国土は自立的でなくウムアアト国の自立希望の無い農地は多くの家になった。
後に貧しい農地となり地域を加えた。

fand qatb saumsb nadaqair aumar bfaum and dafand bqand bqaumb sazi
遠いが切り取った指導者の国は自立地でなく希望の土地だった。
新しい希望であるが年上が後から以前の人々を集められた。

kaumaum nadaumand aadaqatb faadaumb nadaqand nadaqand dak daraattb daumaumb
後に次々と希望が出て家が無いので他を切り取り良い家や人に奴連合はした。
奴連合は固く農地を国に加え、家の希望の人とした。

bqair batb qtb fadaumb nadafaumdazi nadaqaumk nadaqand daqaum daqaumsb darb
後の場所は変化し小さな国の良い家や人となり、豊かで無い希望(日常生活)が任務となった。
自立希望が無く後に奴連合は、自立希望のダクアウム国を置いた。

faadaum badaum far nadaqairdarb bqand sdarb daqanr aadasand dafaumk
良い家は軒並み遠い農地を自立の無い地とした。
農民は後からであるが、集めた農民と自立資金について幾らか争い、豊かな希望は後だった。

dartttb aattqtb aaumum nadaqtb aatqaum sb fdaum air daqaatb pdaaumb gab
土地が集まった国は小さな国に加えられ、希望が増え、不自立地は指導者を加え国とした。
遠い家の場所で沢山の国で幾らかの人々がまとまっていた。

nadatumr aumqumid bfaum aadak aumdar daqaum aafab faum qabab qar
小さくない集合地の希望は少しの助けで、新しい希望は幾らか強い希望の農地だった。
自立希望は合流して農地となり土地を多くすることができた。

baar air aumdak aadaum datumr bada nadafaum aadaum faumar far ardapazi
成長した所は希望が強く幾らかの家は小さな土地を集め契約した。
豊かな希望の無い幾らかの家は農場の土地を遠い土地とし土地を多くできた。

nadafdand daqaum araum k air nadaaum faumaadak daqaum aada bfazi sazi
豊かで無い悪い自立希望は土地の希望の後となった。場所は小さく無い希望で農場も
幾らか強く、自立希望は他の新しいことが可能で、可能性が集まった。

bqand nadaqair daqaumb nadaqaum aaaumb aatdaqatb daumaumb faum sar aum
以前であるが自立の無い所に自立希望の人がいて、自立希望の無い立場の人に費用を与えた。
家の希望は新しい希望となりボスの希望となった。

sand aumaum saum nadaqazi dafaum aadasdaum nadaqumum aatdaum aadak daqtumzi
国土には次々と希望があり指導者は不自立地の豊かな希望を、幾らかの出入りの家に(任せた)。
統治の無い希望は家を加えて、その後自立を集めることが可能だった。

fand aaaum bataum nadaqab sar and daqatb nadaqttb nadaand araum
遠いが任せた豊かな希望が、小さくない地震でボスであるが費用は不統治国であっても
小さく無くと知らされた。
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daqaid aadaqaum batdaumsb nadaqdar daumqazi aatdaum sar aadaqttb daqaum aab
自助は幾らかの自立希望でありバットダウム国では自立の無い農地は家を小さくできた。
家を加えたボスの幾らかの統治国は独立希望だけだった。

faumaid ar bqtaid nadaqttb dafaum aadaum daqaum ar aatfb aaqaumar daum
遠い家の助けで土地は後に助かった。統治されていない国では豊かな希望は幾らかの家では、
自立希望であり、土地は見栄え良くし、幾らかの小さな希望は土地や家だった。

daumaid daumaumdar dasand natfair dafaum nadaqaum sand dabab dafazi
家の恵みのある家は、希望の農地を争い無くならなかった所は、
豊かな希望の自立希望の無い国土とし、小さな勢力を豊かにできた。

daqar battb batqumumb
自立地は豊かになり、多くの小さな希望の人となった。
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paabab batdaumftb badapdaumaatsb batdaumqumum nadaqar aumsand nadaqaumar saum
幾らかの勢力は多くの家が豊かな国である。多くの希望に従って国を増やし多くの家が
狭い希望があった。不自立地の希望は国土で、自立希望の無い土地は指導者だった。

nadaqaum sand nadaqaum aaazi nadaqaumaaumum daqdarair aidar aumk daqazi saumb
自立希望の無い国土は自立希望が無くても幾らかはできる。
自立希望無く家を加え自立地の所に、援助した土地の希望の後に自立可能な跡継ぎだった。

nadafaid daqtdar battb nadaqtdaum daqtdaumb nadaqaumb nadaqair dar far bqaum
不十分な助けでも統治した農地は豊かな国となった。統治の無いの家や、統治された家
の人や、自立希望の無い人は、自立の無い所の農地は遠い土地でも後の希望であった。

bqaumb nadaqaum daum aum nadaqtdak daqaumar daqdak aum batqar nadaqair aumazi
後からの希望の人は自立希望が無く、家の希望は強い統治が無くなることだった。
自立希望の土地は自立を強く希望し、多くの小地は自立の無いところで希望は可能だった。

nadaqar kand aumb nadaqaatsb nadatqaumb dasand nadaqar aadar aumand dazi
不自立地は後であるが希望の人のナダクアアト国は、表面的でない希望の人と争い、
不自立地の幾らかの農地の希望であったが任務でもあった。

baatdaqab daqtb daqaum dafaumb daqaumsb daqtdak battb
纏められた費用は自立国や自立希望の豊かな希望の人となり、
ダクアウム国は統治を強くし豊かな国になった。
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pdaumaum qttda daumttqatb saumar bqttdasb aadaar qaar bgair aumazi
わずかな家の希望は小さく家を集めて人を守った。
指導者の土地は後から成長し、他の土地や湿地や霧の場所に希望ができた。

sand batdaqab bqtb batqb nadaqaum nadaqttb dafaid bqar daum sazi
国土は沢山の費用で後からの国は悪い地域だった。
自立希望の無い不統治国は自助で後からの土地に家を集めることができた。

faatdar aaar qar daqaum nadaqttb nadaqaum badaum nadaqaid ar datfaumaaz
太った農地の所有地は狭い土地で、自立希望の不統治国は自立希望の無い家毎に
自助をなくした。土地は表向き農場に幾らかはなった。

pbattb nadafb nadaqar nadaqtb qb bqar aaumum dafaum qdaum daumaatsb
大きくない国は争わず、不自立地や不自立国は小さい。
後からの土地に希望を増やし豊かな希望は家の小さいダウムアアト国だった。

nadaair aadaumar aatb
小さくない所の私たちの家の土地には人が増えた。

fdaum batda qtdaar nadagaaumum sar apatb dapaaaum badaqab daqaumb
遠い家は悪く、小国の土地で遠くない希望を集めたボスは、大国の多くの希望が悪い地震
(を見て)自立希望の人となった。

sand dafaid dafaid aatb daqttb nadaqttdak daumar batda saumb saumb aak
国土は十分であり、自助で人が増えた。
統治国は強く統治されず、家土地は悪く跡継ぎは跡継ぎの大船だった。

faatdasb daqtdar daqab nadaqaum daqaum badaqtb nadaqttb saumar
太く成長した統治地は費用がいる。自立希望が無くても自立希望でも、悪い小国でも、
統治しない国でも指導者の土地である。

daumqttb daqar ar aadaqb dafair dafdaum aadadqtb aattqb saumar
家の小さい国の自立地の土地は他の地域で、豊かな場所の豊かな家が、幾らかの自立地が
地域に加えられ指導者の土地となった。

bqttdasb nadaqar nadaqb qttb nadaqaum daqdaum daqdar aatqb sbsb
後からの成長は自立地ではなく、支配の無い小国にあった。
自立希望が無くても自立希望でも、自立地は息を加え次々と国になった。

dabaar nadaqaid daqazi baumr aatr kardaumk
圧迫された土地は自助で自立可能で、多くの土地が後に加わり、後の土地は家の後だった。


