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東アジアの地域について書いてある部分です。
現在のどの国の事を書いているのでしょうか。

pdaumarar daqar dapaattb bfttb dapaaumb umbatsb nadagaasaum umqdasdaum apaqdardaumk
僅かな家が次々と土地になり自立地に幾らかの国があった。新しくない国で多くの人々の
ウムバット国は遠い指導者でなく、色々小さな出入の家で、多い水の農地の家は後である。

kbatsb qttsb aadaumqtttb daftsdar daqdar batsb aatsb nadaqttsb daumb baatb nadabqb
後に豊かな国はクツツ国で、幾らかの家が小さい国で貧しく農地が集まった。
自立地は豊かな国で国を加えたナダクツツ国は国民が変化し小さく無く育った。

saatsb nadaqttsb dafaasb aatsand aatb nadaqttsb daumqtsb rdar dafttsb daqaum
スアアト国、ナダクツツ国、ダフツツ国は国土を増やし人が増えた。
ナダクツツ国は周りの土地がダフツツ国で出入の希望があった。

kdaumqttb kdar batfab sand daqdar aapaatsb paaaab dafb daumdar dafaab raumaaum
後の家が小さい国は間違いなく悪い遠くの人の国土だった。自立地のアアプアアト国は
人が離れ争い、家農地は十分なので周りの希望はそれぞれだった。

kdafaid daqaid aafatsb nadafttsb qtsb daqtsb aatsb dafttsb ftb ftz
後に豊かな助けで自助はアアフアト国、ナダクツツ国、クト国、ダクト国だった。
ダクト国は国を増やした。ダフト国は恵まれた国が足元にできた。

nadafttk daumqttb daqttsb nadatttsb aaqatb batdak and dafar aattsb umaatsb
豊かで無い契約は家が小さい国で、ダクツツ国、ナダツツツ国は国が離れた。
豊かな農地と豊かな土地が国に加わったのはウムアアト国であった。
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sdafttb nada daqand dafttsb daftsb atdaumasb daqttsb daftsb nadaqtsb daqcsar sa
貧しい国が集まり小さく無く成立したダフツツ国、ダフト国、アアトダウムアア国、
ダクツツ国、ダフト国、ナダクト国は統治しているボスが大きくした。

nadaqttsb daatsb kdand battsb nadaqttsb daqttsb daumdar daqttsb nadaumqtttb rdaum
ナダクツツ国、ダアアト国は後に悪くなり、バツツ国、ナダクツツ国、ダクツツ国は
家が強く、ダクツツ国は家の無い小さな国で周りに希望があった。

batdar aatb raum aattb raum aattsb
豊かな農地に人が増え周りの希望で国を加え周りの希望でアアツツ国になった。

pasdar batsaum nadapaasb sbaatsb batsb faatsb umbattfaum batpab sand sb
ボスが離れて豊かな指導者のナダパアア国とスバット国は豊かな国だった。
フアアト国は色々豊かで無い農場を豊かにする方法は国土と国だった。

aatdar battsb sand datqttsb nadaqttb nadaqtsb dafttsb batsb nadaqtsb batsazi
農地を加えたバッツツ国の国土はダツタツツ国で統治しない国だった。
ナダクト国、ダフツツ国は豊かな国でナダクト国には豊かな希望が集まった。

kdaum batdaum umfttsb nadaqttsb nadafaum atsb atfab daftsttb nadaqdaum atsb sttb
後の家が良い家は豊かな国になり、ウムクツツ国、ダクツツツ国は豊かな希望が無く
国を加えて遠くの人を加えたが貧しさが国を止め自立の無い家は国を加えて国を止めた。

kand battsb nadaum battsb daqttsb nadafttsb atsb nadaftsb daumtttsb nadafttsb umda
しかしバツツ国には家が無く、バツツ国、ダクツツツ国、ナダフツツ国は国を加え、
ナダフト国、ダウムツツツ国、ナダフツツ国は色々小さくなった。

nadaqttsb nadaum attsb daftsb fatsb dafttsb nadafttsb batfatsb nadatqaatsb sttsb
ナダクツツ国、ナダウムアアツツ国、統治国のフアト国、統治国のナダフツツ国、
バフアツ国、ナダツツクアア国は国が止まらなかった。

faatsb umbattsb atsaum aatsb aatfaatb
フアアト国、ウムバツツ国は指導者を加えて国を加え、遠い国を加えた。
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pdaumbasaum daftsair dapbatsaum nadaqtsb batsb gkatsaum fbatdaqttsb dabatpdaumk
僅かな家は指導者に従って豊かに集まった場所に(行った)。
多くの豊かな指導者のナダクト国は豊かな国で、外の内陸地の指導者だった。
フバットダクツツ国は圧迫され家は後である。

kar daumqttb badaqand batdaum daum daftsb natqaasb nadatttsb nadaqtsb umqtsb aasb
その後の土地は家の小さい国では自立に従い、そして多くの家となった。
ダウムダフト国、ナトクアア国、ナダクツツツ国、ナダクト国、ウムクト国は発展した。

umbaatb nadaqatsb nadasttb nadaumqttsb nadaqtsb aadaum aatsaatb sand daumqtsb
雑多な人はナダクアト国で出入の無い人が集まった。ナダウムクツツ国、ナダクト国は
家が増え幾らかの国を加えたが国土はダウムクト国だった。

dardak battb dafar batsb dafaatsb aatqaatb daumaatsb aatqab batqab umqb
次々と農地ができ多くの国が豊かな土地で豊かな国になった。ダフアアト国は国を分けて
ダウムアアト国としたが地震に遭った。悪い地震は色々な地域にあった。

sdaum battftb nadaqtsb daum aatqab umbatsb nadaqttsb aattsb nadaqttsb baaum umdaind
家が集まり良くないが豊かな国はナダクト国だった。家が地震に遭ったウムバット国、
ナダクツツ国は国が加えられ、ナダクツツ国は自然に色々な支えになった。

fatsb daftdaum aasar aaqab aattk kdaumqttsb aatb umaattsb umaatsb nadafttsb
フアト国は貧しい家で幾らかのボスが離れた。契約が増えたカダウムクツツ国は人が増えた。
ウムアアツツ国、ウムアアト国、ナダクツツ国は、

kdaum batb nadaftssb aatb sbftb fttsb umaatb nadaqtsb aatsb umaumaatsb umaatsb
後に家は変化し、ナダフト国は人が増え、国が良い国のフツツ国は色々人が増えた。
ナダクト国は国を加え、色々な希望のアアト国はウムアアト国になった。

saatsb nadaqttsb nadafttb nadaqdaum batsb batsb aatsb daumaataid batftb kand
スアアト国、ナダクツツ国は貧しくない国で、自立家でないバット国は豊かな国だった。
国を加えて家を援助し豊かでよい国となった。だがしかし。

nadaqttb umbattb saum umaatsb daumbaatb
統治の無い国は色々悪い国で指導者はウムアアト国の家を変えた。
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左の女性がヤマトを表し、丸い小さな島(九州島)の上に立っています。
ここは紀元前後の巨大地震のお話です。この頃のヤマト(アウムアアト国)はまだ九州です。

pbatatasb dapatabatsb nadaqbatsb nadaqtsb sdar baatb dapatsb sar rdagaazi
ブバットダウム国、ダプアウムバット国、ナダクバット国、ナダクト国は
農地を集めて変化し、ダプアアト国は指導者が周りを遠くできた。

sbadaum nadaqand aatk sand aatqab daftdaumsb nadaqttb aaqab umadaraumb
成長した家の奴連合は、攻撃した国土に地震があり、ダフトダウム国は統治の無い国で、
人が離れ、色々な農地を希望する人がいた。

sand baqaatb nadaqttsb kand aatq aid raid daqad aaumaind
国土の指導者はナダクツツ国だった。しかし少しの援助で周りを助け自立助言は
それぞれの支えだった。

kand batqab aatdaumaatb nadaqtsb kair batqab umqttsb umaatsb
しかし大きな地震で、家が増え人が増えたナダクト国は受け入れた。
大きな地震はウムクツツ国、ウムアアト国にもあった。

kar battsb nadaqttsb nadaumqtb umaasb raattk battk aumaatk daqand daumaumsb
後の土地はバツツ国、ナダクツツ国で、家の無い小さな国はウムアア国だった。
後に契約し、良い契約のアウムアア契約ができてダウムアウム国となった。

faatsb umbattk and aattk faab rbats aaqand batqb bafaum aattsb umsad
フアアト国はウムバット契約で、そして契約を増やした。良い国は引き離し、
活発で良い地域で前向きのアウムアアト国に色々と後の助言をした。

kair batqaind batfkaind batfb daftb daqand daftsb nadafar aatsb
借りた豊かな小さい地域は無くなってしまった後の支えで、良くなった豊かな国が成立し、
ダクト国は豊かで無い土地に国を加えた。

faid battb nadafaid aatsb nadaqand aatsb fand aaqatsb dafdaum dafb
最後に豊かな国は豊かな援助なしに国を加え、自助なしに国を加え、
支えのアアクアト国は豊かな家が争った。

kand dafand baqatsb
しかしながら年上はバクアト国だった。
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次に、一番下に朝鮮と日本の記載があります。
当然、当時半島は南北に分かれていませんでしたが、左側の挿絵はなぜか二つになっていま
す。古代朝鮮の三国時代でしょうか。

kaqand daqttsb aatsb nadafaid paatb dapaattb dafb kaid dafarb
小さなことだが、ダクツツ国は国を加えたが豊かな援助が無く離れた国と重税で争い
後であるが豊かさが生まれた。

baattk aumaatsb nadaqttsb umbatsb fdaumaatsb umaatsb nadaqb kand daumdar
まとまって契約したアウムアアト国、ナダクツツ国、ウムバット国、フダウムアアト国、
ウムアアト国は支配せず、しかし家や農地は(支配した)。

sand aatdaum fttb umbatfb daqttb nattsb
国土に家が増え足元の国が雑多になった。統治国はナツツ国だった。

nadadttsb umaatsb aattk daumdaind aattqb batqttb nadaqtb nadaqb kand kb
ナダクツツ国、ウムアアト国は幾らかの契約で家の支えを地域に取り入れ、
豊かな小さな国は自立国でなく支配せずしかし続いた。

kand aatsb batsb nadaqttsb umdaumkaind nadaqaid aatb r aum rand sb
しかし国を加えた豊かな国のナダクツツ国は、色々な家が後に地域となり、
自助無く人が増え、周りの希望は囲まれた国だった。

kbaatb ummabatsb nadaqand batsb daqtsb k ardaumqttsb kdar nadaqb stsb
後に変化したウムバット国、奴連合は豊かな国で統治国だった。
後にアラダウムクツツ国は完全に支配され国が止まった。

kdaum batsb nadaqb sand batsb aatb nadaqand attsb adaaar dand
その後家は豊かな国となり、支配の無い国土は豊かな国で人が増えた。
奴連合、アアツツ国は小さく無い幾らかの土地が悪くなった。

kdaum baatb aatsb nadaqtsb aatsb nadaum raid batsb
その後家は変化し国を加えたナダクト国は国を加え家は無かったが
周りの援助で豊かな国になった。


