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奇怪な挿絵ですが、まずは上部外枠からです。

sdaraasar sdaftsb
指導者は土地を定める 貧国の集まり

+--------+---------+----------+----------+---------+----------+
daumqaak daftsb dafdarq dafdaum saasb kdaraum
家が狭い大船 豊かな農地は少ない 幾らかの国

貧国 豊かな家 後に農地希望
(女性) (女性)

時間軸を横に書いているようです。時間は左から右に流れます。
上の二つの単語が、始まりと終わりの内容でしょう。
下側の途中の単語は時期ごとの内容でしょう。
途中の赤い火の様な絵は発展途中の戦争を示しています。

つぎに図の左中央に dafaasb 十分な国
左下に dafdaumandda 豊かな家ではあるが小さい
と書いてあります。

この二つの単語は本文と繋がるのでしょうか。次は本文で、三つの部分があります。



Beinecke MS 408   77r-02

pdaum sar aid daum nadaqdaum atb nadapatsb nadapatsb sbumatk daumqtsb umdaumb
僅かな家のボスの所の家は自立家ではなく人が増えたのはナダプアアト国で、
ナダプアアト国は国の色々なものが後に加わった。ダウムクト国は色々な家の人だった。

fdaum aasar batb nadafand nadaftsb nadaqdaum aasb nadaqaid aatftb kaum
遠い家は定まった土地が変化し、豊かではないがナダクト国となり、不自立家であった。
成長し自助が無く、遠い国を加えて領地にした。

nadafttsb nadaqand batsb adaum batsb bafatb nadaqttsb dafttsb aazi
ナダクツツ国と奴帝国は成長し私達の家も成長した。
始めはナダクツツ国とダフツツ国はできた。

kdata fttsb nadafttsb nadasttsb batsand aatsb batsand batdaumdaum aats
その後フツツ国、ナダフツツ国、ナダスツツ国は多くの国土で発展した。
多くの国土は多くの家があり、家は集まりを増やした。

nadaqttsb nadaum battsb badaum ftsb aatsb umbattsb nadaqtsb nadaumaum aatsb
ナダクツツ国、家が無いバッツツ国、様々な家のフト国は国を増やした。
ウムバッツツ国、ナダクト国は家が無かったが希望で国を増やした。

kdaqaattb kaid battdaum nadafttsb nadaqand batsb nadaqttsb nadaftsb
後に自立希望でない国は中央が豊かで無い家でナダフツツ国、奴帝国は豊かな国だった。
ナダクツツ国は貧しくない国だった。

nadaqttsb batsb nadafdaum batsb nadaqand battfb nadaqttsb umatsb umdaum
ナダクツツ国は豊かな国で、豊かで無い家は豊かな国になった。奴帝国は豊かで無く見えた。
ナダクツツ国はウムアアト国の家ではなかった。
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kbatsb nadafand aatsb nadaqand batsb nadaumaattsb nadaqttsb umdaum
クバット国は豊かではなかったが国を加えて奴帝国と豊かな国となった。
ナダウムアアツツ国はナダクツツ国の家ではなかった。

nadafttsb nadafttsb aatsb nadaqand batb nadaumaattsb naqttsb umdaum
ナダフツツ国、ナダフツツ国、ナダフツ国は多く集まっているがそれぞれが国であった。
しかし見栄えの豊かで無いナダクツツ国は家ではなかった。

sand aattsb umbatb nadaum dar aattk batqatsb nadaum aattsb nadafand
国土に国を加えて色々変化したが家が無く農地を幾らか契約したのはバットクアト国だった。
家が無いアアツツ国は豊かではなかったが。

nadaqttsb umaatb umbattb nadaqttsb nadaqttsb nadaqar nadaqttb umand aatb
ナダクツツ国は色々な人が増え、色々多い国のナダクツツ国であった。
ナダクツツ国は自立地ではなく自立心が無かった。色々であるが人は増えた。

nadafaid bataum nadaqttb nadafttb nadafaid battb nadaftsb saumaatsb
十分では無い助けに多くの希望はナダクツツ国にあり、貧しくない国は自助がなく、
多くの国のナダフト国はアウムアアト国に集まった。

aatsand batsb nadaqttsb nadaqtsb nadaqttsb aatsb batar daum and b
国土を加えて豊かな国はナダクツツ国だった。
ナダクト国は統治の無い国で、国を加えて豊かな土地は家も人も(同様だった)。

nadafttsb daum umaatsb rdaid aab aatsand aattb daqtsb nadaqb
ナダフツツ国は家がウムアアト国で侵入しただけで国土を追加し、国を追加した。
ダクト国は支配が無かった。

batdaqb nadaqand aatsb umaatsb daumbatsb nadaqttsb aatsb nadaqdaum
多くを支配する奴帝国は国を増やし、ウムアアト国、ダウムバット国、ナダクツツ国は
国を増やしたが自立家ではなかった。

sand sdaum badar patb umgaatdaum batar nadaumaab
国土は家が集まり成長し、国が離れた。色々な外の家を加えて豊かな土地は、
家が無かっただけであった。
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daftsb nadaqdar batsb nadaqaum batsar sdaum aatsb sar dar
貧しい国は自立できない農地で、多くの国は自立希望が無く、多くのボスや指導者は
国を加え土地や農地を集めた。

nadafttsb nadaqttsb nadaqand aafab umaatsb nadaqaumb
ナダフツツ国とナダクツツ国と奴帝国は合流しウムアアト国とし自立希望の無い人達だった。

kdaumaatsb nadaqaid nadaqand batsb nadaqttsb nadaftsb
その後ダウムアアト国が自助なしで成立し、多くの国はナダクツツ国とナダフツ国だった。

daumaatb nadaftb nadaqaid daumaatsb kar umdazi
家に人が増え豊かで無い国は自助が無くダウムアアツツ国は後に土地が編成された。

kand aattdaum nadaqttsb nadaqttsb nadafaum
しかし家に加えられたのはナダクツツ国だった。ナダクツツ国には豊かな希望が無かった。

nadaqand aaqatb kand nadaumqaid aattqb umdaum
奴帝国は国が離れた。しかし家の無い助けで地域に加わったが家ではなかった。

nadaqaid aaqab nadaqttb nadaftsb nadaftsb nadafarb
自助が無く人が離れ統治のないのはナダフト国で、ナダフト国は豊かで無い土地と人だった。

nadaraid aatdaum daum aataumdar aattb natfand sbrb
土地の恵みが無く家を追加した家は希望の農地を追加した。
国を増やし、それぞれ支えたがサービスは周りの人だった。
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sand aatsb nadaumqttsb nadaftttsb kar aind aattfb sb
国土に国を加えナダウムクツツ国、ナダウムフツツツ国は後に土地を中央地区にし、
遠くの人が加わった国であった。

nadaqand batsb aatsb nadaumaatsb nadaqand nadaqand aatqab rand
奴帝国は豊かな国で国を加えナダウムアアト国も奴帝国になった。
奴帝国は地震に遭い周りもそうであった。

kdaumqttb daqand aatsb nadaqaid battsb nadaqand aatsand aataumb
後に家の小さな国が成立し国を加えたが自助の無いバツツ国で、
豊かではないが国土を加え希望の人を加えた。

sbatsb paatsb nadafaid aatsb sdaumaaum nadaqttsb nadaqaum daumaatb
スバット国、パアアト国には自助が無く国を加えて家をそれぞれ集めた。
ナダクツツ国は自立希望が無く家に国を加えた。

fttdaumaid aatb nadafttsb nadaqaid aattsb aattb umaatsb
地元の家の助けで人を増やしたのはナダフツツ国で、
自助が無く国に加わり国を増やしたのがウムアアト国であった。

続きです。左の絵はヤマト島(九州島)の上に何か乗っているようにも見えます。
多分ダクトが乗って支配が完了したという意味だと思いますが、不明です。



Beinecke MS 408   77r-06

pdaum batsb nadattsb nadaqand aapatb nadaum umfand batsb nadaum
僅かな家は豊かな国でナダツツ国は奴帝国にあった。
解体し家が無く色々遠く、豊かな国になったが家が無かった。

daumand aattb batqatb umbattb nabqand battsb umand
家ではあるが国を加え悪い防衛の様々な多くの国は、確かでないことはないが、
豊かで無い国で色々あるが。

saind daumtttsb daqand battdaum nadafand badasb nadafb
集めた地域のダウムツツツ国が成立し多くない家は豊かではないが、成長し争わなかった。

sand ba nadaumaatb nadaftsb nadafaum k aid aaum k ardaum
国土は様々に家が無くても人が増えた。ナダフト国には豊かな希望が無かったが、
周りの助けでそれぞれに後に土地や家ができた。

nadaqttsb nadaftsb nadaqttsb nadaqttsb nadaqttb kand aum
ナダクツツ国とナダフト国はナダクツツ国であった。
ナダクツツ国は統治国ではなく、しかし希望があった。

sattdaum aattsb nadafand nadafttsb nadaftsb rand
色々集まった家は国に加わり、豊かではないがナダフツツ国、ナダフト国は周りを囲んだ。

battb natpaatsb nadaum aattsb nadaqtdar aattb umdaumb sb
豊かな国のナットパアト国は家が無く国に加えられた。
管理されない農地は国を加え様々な家の人の国となった。

nadaqand aatk umaatar saum aar kum kaid daum rand umdas
奴帝国は時間をかけて色々な土地を加えた。
指導者はやがて年が経て中央の家は囲まれ色々な出入りがあった。

sand aaumaapbattb faum aatdaum sazi ar daftb sand
国土はそれぞれが始めて豊かな国となり、農場に家が増え、可能性を集めて
土地は豊かな国となり国土となった。

bbattb saum kankdaum kaum saumda faid sarb saumda
無駄でない国の指導者は黄金の後に家であり、領地は指導者には小さく、
最後に土地の人を集めて指導者は小さくなった。

kdasar daumdaqb
後に出入の土地の家が支配された。


