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始めは左のサークルです。中心から放射状に２８個の単語が書かれています。
左上から反時計回りです。各国の成長の様子でしょうか。

daaadabq daqtdasb daqttbkar daaraumbk
支配で小さくなり後 統治成長 統治国の後の土地 小地の希望の人の後

daqaatbk daqtdasb daqdasaab daqtdas
自立し人が増えた後 統治成長 自立出入が全て 統治の出入

daqtbs daqttbsb dafaab karbsb
統治の決定 統治された人の国 十分 後に生まれた国

bqtdasb daqdaumar kanr karaum
統治成長 自立家の土地 後の蓄え 後の土地の希望

daqtdas bqtbsb daftdaum dafttbk
統治の出入 後から決定の人 貧しい家 貧しい国の後

bqtdas daqtdaum dafdasb daqdasb
後の出入り 統治家 しっかりした国 自立成長

bfdasb dattkb bfdarb bqttb
新しい成長 支配の維持 新しい農民 これからの国

単語を並べてみると、何となく意味がありそうな文章になります。

次は、外周の三行です。左上から時計回りです。
外側の文をC1とし、中央の文をC2とし、内側をC3とします。

C1 sair aatbqb dafazib kar ar aab qar
日光が大きく加わり豊かな可能の人に後に次々と土地ができたが、全て小さい土地だった。

daqair baar aatfdasb daqttdar daftb dafdaqtttb
自立した所は土地に従い豊かに成長し、統治された農地は貧しい人がしっかりと小国にいた。

daqttdasb daqttb sanr dafttdab aatb dafa
統治された成長は統治国の太陽で、統治された人々は人を増やし豊かに大きくなった。

daqtsb badasb daqtdasb sb aadaand daqar
統治国は様々に成長し、統治成長の国は他ではあるが自立地だった。
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daqar aadaum aattk aattk bfda dasair dafb dafttda
自立地では幾らかの家が幾らかの契約で、破壊した出入地を豊かな人が豊かに集め小さくした。

sar da tb qtdasb saadar aaar
ボスが小さい国は少ない成長で幾らかの農地は幾らかの土地だった。

C2 bqab aaaum bqar
後に必要な幾らかの希望は後の土地である。

saum bqdasb tdaqttdar aatdab
指導者は後の成長のため沢山の小さな農地に人々を加えた。

aadaumb bqtumum aatdas daarazi
幾らかの家の人の後からの希望で強く加えた小さな土地ができた。

daqab battb andb
費用は豊かな国であるが人が出した。

sanaum aatdasb aatdaum bqab
日光の希望は成長し家を加えて元に戻った。

aatarsb bqtb aab sb aadaum bqar daumb
アアトアラブ国、ブクツブアアブ国は幾らかの家が後の土地の家や人になった。

bqttdasb aatb saumdasb airaab aadaqb baatb aatb
後の成長で人が増え指導者も成長し、場所は全て他の地域になった。纏めた国は人が増えた。

C3 sbair dafaum saum sair b aasb dafdaar arb
国の所には豊かな希望の指導者がいて日の当たる人はしっかりした土地に生まれた。

aab nadaftdar aada nadafair aasb daftumum aatdak arair
全ての貧しくない農地は他の豊かで無い所の発展に若い希望で強く加え土地の場所とする。

daftdasb bfbsb saabdafdaumb daqtdasaum
貧しい成長で国が開花した色々な人はしっかりと変化し統治された出入を希望する。

daftdadarar aa***r ***r aatb daqdasb saum dafttb dafttb

貧しく小さい農地や土地は他の***　***人が増え自立成長した指導者は次々と貧しい国にする。
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二つ目のサークルです。左の折り目で幾つかの単語が見えません。
また、最外周には、今まで見たことのない表現があります。

　・・・・・dadadadaumar・・・kar・・

と書いています。意味は、「小さな小さな小さな敷地　後に土地」となります。

小さな家で少しだけ人間らしい生活を送りたいとの希望でしょう。

この部分は見方によっては、  daumarb   karb  とも読めます。
この場合の意味は、「家が生まれ　後に生まれ」です。

中心から放射状に６個の単語があります。左上から反時計回りです。

daqtdasb bqtaum daqdars
統治し成長 後の希望 強い自立に集まる

aadasaum bpdaumdaum dafdasb
幾らかの出入希望 風の様に次々に家が 豊かな成長

内周のサークルは、左上から時計回りです。

fbatb daum dafttb aatsar daftdak aatdar
しっかりした国の家は貧しい国でもボスを置き、大変貧しくても農地を増やす。

aumaum dafar arb daftdasaatb
次々と希望がでて豊かな希望が生まれ、貧しい出入人を加え、

qtdasb daftdak aum dafaats
少しの成長が大変貧しくても希望が豊かさを集める。
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次は外側の放射状の文字です。９文字あり、左上から反時計回りです。

bfaatdak aumb bgaatdasumb daqaab saum sb
新しく強く加えた希望の人 霧が出入りに加わり変化 自立だけの指導者の国

bftdasb kazi saaaum saizi dafair dardaumsb
新しい成長で後に可能 幾らかの希望を脅かす 豊かな所の農地と家と国

b kaqatb sazi dapar bqaab dafaab sar bqb
後の為に大きく切り可能を集める 多くの土地はこれからの国 十分小さいボスが育った

外側のサークル文字です。左上から時計回りです。

daftdasb aadaqatdak aumairsb daqaum daqttb sarb dafar batdab daqaadasb daftdak daqtk
daqtdak tb daqaadaum kairdasb da aadap aatdapaab aadaumair batqaab aadaftdasb afttbak
dapaatdasb dafdaum aadaqb aadasb aadaftb baumum ar bqtdasb dafttb aatsand aadafar
kdaumb

訳略

次は内側左上からです。

daftdasar aab daftdasb fdaabdasb daqaadasb bfar bfdarb daqtdaum aadaumb bqb daqaatsb
aaqaum dapaadar nadaqaum daqdaumand daqtdak dafb saum aadaqatb saum aatda daum
dafttbqb aatfb aadasaumar daqaum aaumr aumb daftdakar dakaum daqdaumair sb

訳略
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サークル文字を、外側から
C1, C2, C3, C4 とします。

それぞれ左上から時計回りです。
文の区切りが記載されています。

中心に書かれている人物は自分の姿です。
その周りに書かれている C5 は
今の自分の願望です。

読めない文字を無理して読むと、以下のような内容で
不明な文章になります。日食の発生でしょうか。

C1 kaum air azi batsb aadaqaum aadaqab
領地の場所ができると多くの国は幾らか自立希望で幾らかの費用を出す。

badaqttb aadaqb aadaum sb daqtumum dafttsb
様々な統治国は幾らか支配されるが幾らかの家や国は統治されたい希望で若い国となる。

sbar sanr and sand daqt** daqttar araumqatb arqazi
応えた太陽と国土は****統治された土地は知らせが生まれて人が集まり土地が小さくできた。

dafttdasaumkb aatqtdaar
若い出入りの希望は続き狭くて小さい土地を加えた。

aadaqtb sar saatdaqb dafai saqab
他の小国のボスは大半を支配し十分に大きな国を集めた。

sair dafaatfaaar daqtar daqttda
日光は集めた土地に十分失われ、統治された土地は統治が少なくなった。

umdaum qaazi daqar ar sar
色々な家が小さくなったが自立地の土地にはボスがいた。

C2 dafar ar aatsaum daaraum aumsand
豊かな土地は土地に指導者を加え小さな土地の希望は希望の国土だった。

bqaattsanr batb umsar aaaum bqttk
後から日光が集り変化し色々なボスは幾らかの希望を後から決めた。

anr sb aattb k qttdas dafttdasar and araum sanr
蓄えの国は国を加え後に少し出入した。若く小さいボスであるが知らせは日光だった。

battsbs batdasand aadaar aadaum aadaftdaumb
集まった抵抗に従い多くの争いがあり、他の土地は幾らかの家や幾らかの貧しい国民だった。

aada daftb aadaftb aadaqab aatsb
他の豊かな国や幾らか豊かな国では他の人が生まれ国を加えた。

aadaftdak azi daftdasar daqat
幾らかは大変貧しくなった。貧しい出入りの土地は費用がいらなかった。
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C3 datttk air aatkt fattb battdasb
支配の方向の場所は春を加え遠くない国は幾らか成長した。

badapaab bftdasb bqaumsb dafttdak and batbbatt garar aizi
多くの人に従ったブフトダ国、ブクアウム国は大変若く、そして変化し幾らかの外の土地で
次々とアイジができた。

aatdafttdasaum bada aadafaaaumsb saum anr aattk
豊かに集めた出入の希望を追加して、悪いアアダトフアアアウム国の指導者の場所を攻撃した。

daftkaum saumdaum aafazi
貧しい領地は指導者の家で合流が可能だった。

dapanr aadaqtb daftdasb dafttda daqaum aadafaum dafdaum aum sum
多くの蓄えは幾らか統治が小さくダフツツ国は若く小さかった。
自立希望は幾らか豊かな希望となり豊かな家と希望が集まった。

C4 dafdab ar ardasaatsb aatdapattb
しっかりした人の土地は土地の出入りに国を加え、多くない国を加える。

dafttdak ttk aatdaum batttb daqttsaumb aattdtqtb
大変若い契約でも家を加え豊かで無い国は指導者を集めて自立し生まれた国は小さく加えられた。

bqttsar dafttb k aum k air daftdasb
後からのボスは貧しい国の領地の後の所で貧しく成長した。

daftdasb sar anr dasb aattdakaatb sand
貧しく成長したボスは蓄えが成長し強く加えられた人が増えた国土だった。

dafdattktdar air aatsb daqdasar
しっかりした契約が農地に集まり、場所は国に加え自立した出入の土地だった。

aum bab aadafdaum saumsb
希望の勢力は幾らか豊かな家で希望を集めた国だった。

内部の顔の周りです。
C5 dafaadabab dafaakb daumbab daftdak aum daum sab daftdaum aadaqb

十分に小さな勢力が若さを守り、家が全て大変貧しく、希望の家は
日数がかかっても、貧しい家でも他の地域で。
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以前より大幅に改善された画像となりましたが、ここも残念ながら単語の一部が折り目で見え
ません。誤訳があります。

dafaatb batdaum tqtb batp aum k ar aaumb batfumum arazi
十分な国には多くの家があり、国が生まれ多くの風で希望となり後に土地にそれぞれの人が
多くの足元の希望で土地ができる。

sair aattb kaatdaftb sbab sazi aaaatfaum bqtqb
日の光が国に差し後に豊かな国を加える。勢力を集め、可能性を集め、
幾らか豊かな希望を加え後の地域となる。

bqttda b k aum*batb fab baqatb nadaqaum and daftdazi
後からは小さく、後のために希望が**変化し、遠い人は国の生れに従い自立希望が無くなり、
そして貧しさが仕事となった。

sand daqttb bada and qattb dafaum babab faum sazi
国土は統治された国で悪く、そして水害の国である。
豊かな希望は勢力に従い、農場は野菜である。

faum aattdas saum aafab natfaum ssumar aaaum saum
農場は出入に加わり指導者は合流し、無くならない希望は、合わせた土地を集め
任せた希望が集まった。

bfar ar*um b daum aum b umdattk bfanr dafaum saum
新しい土地の土地は色々で、人の家は願望だった。
希望は小さい契約で、新しい蓄えで豊かな希望の指導者だった。

sand sand bat faum nadaqaum aadaum qatb sb
次々と国土で多くの農場ができ、自立希望が無くなり、幾らかの家は切り離し国とした。

bfaumk aumaum saumazi saum fadaum daparazi
新しい希望は次々と希望になり希望をまとめられた。纏めた希望は遠い家であり、
多くの土地が可能だった。
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s*badaum badaum badaum badafatb saumaumb
**は軒並みであった。軒並み大国は指導者が希望の人であった。

*daqaum aadaum qbadasb fdaum aattb daqaum
自立希望の幾らかの家は、小さく様々に成長し、豊かな家は国を加え自立希望となった。

sand aadafaum nadaqaum aadaum aadafaumk
国土に幾らか豊かな希望があり、不自立希望の幾らかの家は、幾らか豊かな希望の後だった。

nadaqaum baqaum saum bab nadaqaum aasb
自立希望が無く後ろ向きな希望で、指導者の領域が自立希望無く発展した。

nadafaum aatb qtb daqumab aasb aaazi
豊かな希望が無く人が増えた小国は、自立的に発展し幾らかはできた。

daqand aafatb k ar arb
成立し合流した国の後に土地ができた。


