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上にある丸い傘のようなものは、命と時間と権力と国とが湧き出す泉です。
これが世界の全ての始まりで、当時の筆者は、それ以前の事は考えていません。
泉は流れて国土になり各勢力の勢力範囲となります。今の領土国境です。
女性は一つ一つの国です。

この手稿文の特徴は、各行の間に絵が入っても絵を飛ばして文が続くことです。

qaatsb qdarb daqttb nadaqar babqaatsb nadafar batsb
クアアト国は小さなアラブで、管理国で自立地ではない。勢力の小さい国を加えて
豊かで無い農地が豊かな国になった。

said batb umb kbatdaum nadaumaatsb aatsbqar aatqttsb rdar
長老は変化し色々な人だった。後に多くの家のナダウムアアト国は国を加えて
小さな土地がアアトクツツ国となり周りは農地だった。

nadaqaid aaaum daraatb natb qaid battqb umfaid daumqar dar
世話がいらないので任せた農地に人を加え少し援助し多くの人が生まれた。
色々最後は家が小さい土地となり農地となった。

saqab umqazida bqttb umbatb qaum sb batb dar batb nadaqttsb
できる色々小さな可能は少なくなり、後からの国は色々と変化した。
小さな希望の国は変化し、農地も変化しナダクツツ国となった。
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ここで、暫く考えました。川の流れの中洲に文字がありますが、これも続けて読みました。
大文字で表記しています。太文字だけ続けて読むと別の文となります。

batb qar aatb KAUM DAQTTSB qatb raid daum daumbattsb nadaqttb nadaqb
変化した狭い土地に人が増え、領土はダクツツ国になった。
防衛は周りの助けで家はダウムバッツツ国だった。管理されない国で支配は無かった。

paatb qttdar daumqb SAUMB BAATB sar daqtb nadaqaid afab nadaqttsb nadaqb
幾らかの国は狭い農地で家の地域だった。跡継ぎは国をまとめボスは自立国で、
自助が無く合流したナダクツツ国は支配しなかった。

paatsb nadaqbasb KDAUMK SARDA bfaid aatsb nadaqar aab umdaum aatsb nadaqb
パアアト国、ナダクバ国は後の家の後のボスが小さく、新しい援助で国を加えた。
自立助言が無く全て色々な家を国に加えたが支配しなかった。

kdar aatb nadaqarsb BAAFAB sbatqab nadaqaid aqab umbatsb daqttsb
後に農地に人が増えナダクアラ国はまとまったように見えたが、成長できない地震で、
自助が無くなり人が離れ、ウムバット国は統治された国だった。

nadaqaasb aafab umda KAID DA nadaqtsb nadaqad batqab nadaqar daumaatsb kaum
ナダクアア国は合流し、色々小さく中央も小さく、ナダクト国には自立助言が無かった。
悪い地震で自立希望をなくしたダウムアアト国の領土になった。

sbadar nadafar aasb KAUMSB batb nadaqaid aaqab sb daftb ftsb umaatsb
できた農地は豊かな土地ではないが成長した。領地の国は変化し、自助が無く人が離れた国は、
ダフツブフト国、ウムアアト国だった。

nadaqttsb nadaqaid daumb SAIDB nadaqttsb sb nadaqaum daqar batsb sar aatqazi
ナダクツツ国は自助の無い家や人が元の人で、ナダクツツ国は国に自立希望が無く、
自立地は豊かな国だった。ボスは少しの可能性を追加した。

kbatqab nadaqaum daumb batb r daum aattb batb sb daumbatsb nadaqb
後に悪い地震で自立希望が無くなり家や人が変化し、周りの家に加えられ、変化した国は
ダウムバット国で、支配の無い、

paatsb qttsb nadaqtsb nadaqtsb nadaqtsb nadaqaid daumbatsb
パアアト国、クツツ国、ナダクト国、ナダクト国、ナダクト国、ナダクト国、
自助の無いダウムバット国であった。

このページの挿絵は東アジアの地図を書いています。
女性の絵はその地域の人々の集団(後の国家)を示し、満州付近からの国が南方に繋がり
対馬海峡を挟んで北九州に繋がっています。
半島の出発点は「釜山」で九州の到着点は「遠賀川」か「博多」です。
そこに日本側の港があったのでしょう。
右端から九州や朝鮮に入ろうとしているのは本州の勢力です。
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kaid daumqttbab nadaqaidsb daumbatsb nadaqaid aaqab nadaqaid dafar aumb
中央は家が小さな勢力で、ナダクアイド国、ダウムバット国で自助が無く人が離れた。
自助の無い豊かな土地は希望の人だった。

kaid nadaqaid nadaum qttdaumb kand aatsb kdaum dar batsb daqaasb nadaqb
中央は自助が無く、家の無い小屋の人はしかしながら国を加え、後の家や農地が
豊かな国になったダクアア国は支配しなかった。

sbatsb nadaqar battsb umaa badaqaid aab daqbatsb nadaqaid aatsb
スバット国は自立地でなくバツツ国は色々様々だった。自助に従うのが全ての
ダクバツト国は自助が無く国を加えた。

paatsar batpaab umbatsarb saum baaum bab qdaum batsb nadaqazi 
大半のボスは僅かな集まりに全て従い色々悪いが安全だった。
指導者は希望に従い勢力の小さな家のバット国を自立できなくした。

kdaum battsb nadaum bastb nadaum dafaid aaar kdar daumb
後の家はバツツ国で家が無く、バット国も家が無かった。
豊かな援助は幾らかの土地にあり、後に農地や家や人だった。

nadaqbatsb nadaum batb nadaqb batb fatb nadaqaid ar
ナダクバット国には家が無く変化し支配が無かった。
変化した遠い国は自助の無い土地だった。

rq batb nadar aatb umaatb umda bsaid batb nadaqaid
周りの人は変化し農地が無くて人が増えた。色々な人が増えたが、色々小さかった。
約束の援助が変化し自助が無くなった。

danatqaid aatb naqakb dar bbatdar daum umdar azi
小さなそれぞれの少ない援助で人が増えたが、干ばつの農地だった。
事実農地は家で色々な農地が可能だった。

dasar batb nadaqaid aatsb dar batb qar aatsb kar
出入り地は変化し自助が無くて国を加えた
農地は変化し狭い土地は国を加えた。
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paatb qbatb nadaqttb nadaqaum k batb nadaum aatsb nadaqazi
幾らかの国は少し変化し統治されない国は自立希望が無かった。

nadaqaid daum qttb nadaum qarb kaid aatfab umdar daum
自助が無くて家が小さい国や、家が無くて小さな土地の人は、
中央が薬漬けで色々な農地や家も(同様)。

kaid baqab nadaqttsb bab sb nadaqttsb umaatsb razi
中央の指導者はナダクツツ国で勢力の国はナダクツツ国とウムアアト国で周りができた。

said daum batdaum said daum nadaumb sar azib
元の家は豊かな家、元の家は小さく無く色々な人がいた。(元の)ボスはできる人だった。

psaumbatdar bafdaum nadafb pbaar batsb daqaumsb sar dafar daftsb sb rdaum
僅かな指導者が成長し、始めの家には争いが無かった。広い土地に国を加えた
ダクアウム国のボスが、豊かな土地のダフト国の国の周りに家を造った。

faatsb paatsb nadaqttb kdaum daumsair batfab nadaum um battsb nadaqttsb umdaumaatsb
フアアト国、ブアアト国は統治の無い国だが、後の家に家の光が差した。
悪い薬で家が無いのは、ウムバット国、ナダクツツ国、ウムダウムアアト国であった。

said aaqaum sb umdaumqand daum daqttsb nadaum said aumaatb nadaqttsb aatsb nadafad
長老は若い希望で国に色々な家を造ったが家であった。ダクツツ国は家が無く元は家に
人を増やしたナダクツツ国で、国を増やしたが豊かな助言は無かった。

nadasaid aattqb nadaqtb nadaqaid aaqab nadaqaum said aatsb daqaumdaum batsb daqar daumdazi
出入の助けが無く地域に加えられ統治が無く自助もなく自立希望もないが長老は国を加えた。
自立希望の家のバット国は自立地が家の役割だった。

sbatsb nadaqtb aaqab nadaqar batsb aatb nadaqts nadaqtsb saum sb
スバット国は統治の無い国で人が離れ、自立地でないバット国は人が増え自立なしに集まった。
ナダクト国は指導者の国だった。
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pdaumbab saum batsb nadaqaid sar aaksb batsb nadafar batsb umsb
僅かな家の勢力は指導者がバット国で、自助のいらないボスはアアク国、バット国だった。
豊かで無い土地のバット国は色々な国であった。

nadaqttb umbatsb nadaum aatsb nadaqaid aafatsb umftsb sar dazi
不統治国のウムバット国は家が無く国を加え、
自助が不要のアアフアト国、ウムフト国のボスを任命した。

k daumqtsb daqaum sar dafb daqar dafar daum qaid daumqtsb
後はダウムクト国は自立希望のボスが支配し、
自立地で豊かな土地で家が少し援助したダウムクト国だった。

nadaqaid battfb nadaqaid sar sakbatsb nadaqaid daumsb
自助が不要だが豊かで無く見え、自助の無いボスのサアクバット国、
自助が不要なダウム国で、

kdaum qttsb nadaqttsb nadaqtb daqar dafar sar sarsb
後の家のクツツ国、ナダクツツ国は自立国でなく、
自立地で豊かな土地とボスはスアラ国だった。

nadaqtsb sb battfb nadaqtsb nadaqttsb nadaqtaasb umdaum
ナダクト国の国は豊かで無く見え、ナダクト国、ナダクツツ国、ナダクトアア国などは
家であり、

nadaqttsb nadaqttsb nadaqtsb nadaqtsb nadaqttsb umsb
ナダクツツ国、ナダクツツ国、ナダクト国、ナダクト国、ナダクツツ国などは国で、

bbatsb nadaqttsb nadaqtdasb daumqttsb daftb qdaumsb
ブバット国、ナダクツツ国、ナダクトダ国、ダウムクツツ国であった。
豊かな国はクダウム国であった。
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sar batsb nadaqaid batsb saum qttsb r batsb
ボスはバット国を自助がいらない国にし、バット国の指導者はクツツ国だった。
周りはバット国だった。

k daqttsb nadaqttsb dafttsb nadaqb sb qttsb kb
その後にダクツツ国、ナダクツツ国、ダフツツ国、ナダクブ国、クツツ国は維持された。

sbatsb nadaqtsb nadaqttsb nadafttb nadafttsb sar
スバット国、ナダクト国、ナダクツツ国は貧しい国ではなく、
ナダフツツ国は土地を集めた。

bbatsb aatqar daumsb nadaqaid aaqar dafar daumsb 
ブバット国は狭い土地を加え、ダウム国は自助が不要だった。
若い土地は豊かな土地のダウム国だった。

saatsb kaid daqtsb nadaqtsb daftsb daqaumsb dafar dafazi daumand aa sar sb
大抵の国の中央は管理国で、ナダクト国、ダフト国、ダクダウム国は豊かな土地で、
豊かになれた。家ではあるが定まった土地は国であった。

kbatsb baqab nadaqtb daqtsb kdardaum dafb daftsb nadaftsb daftsb daqand
クバット国が指導した、統治されない国のダクト国が後に農地や家を争った。
ダフト国、ナダフト国、ダフト国が成立した。

nadaqtb nadaqtsb batdaum nadaqtsb said batsb dafdaumaatsb daumar
自立国でないナダクト国、多い家のナダクト国、古いバット国、豊かなダウムアアト国、
(以上が)家と土地である。


