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当時の九州には九つの国が有ったようですが、ここには国名が多いです。
浴槽の９人の女性は各国を表し、浴槽は九州島です。これは前ページの図からの
続きです。浴槽の窓が西方向を向いていますがこれは西方向に意味があります。

pbqtsb daumgaatsb nadaqtsb k paab aatsb rdaum sdar dagaatsb nadaqtsb
プブクト国、ダウムガアアト国、ナダクト国は後に幾らかの国を加え、
家の周りは農地を集めたダグアト国やナダクト国だった。

daumbatsb nadaqtsb rbatsb fasb daftsb qtsb sata saum sdaum dafb saum
ダウムバット国、ナダクト国、ラバット国、フア国、ダフト国、クト国の国の、
指導者は農地を集め争った指導者だった。

nadaqtsb aatfb nadaumbatsb daqtsb sdaumttk daumaatb nadaftsb daumsazi
ナダクト国は見栄え良くし、ナダウムバット国、ダクト国は家を集め契約した家に
人を増やした。ナダフト国は家に可能性が集まった。

daumaab umbasb umaatqab daumqttsb umaatqatb umdaumqtsb qaid daum
家が全てのウムバ国は色々な地震に遭う、ダウムクツツ国も色々な地震に遭い、
ウムダウムクト国は少しの助けが家にあった。

nadar daumqttb daumqaid daumttktb daumaattqb sar daqaum saum daumaatsb
農地が無くて家が小さい国は、家を少し手入れし家と国と契約し家に地域を与え
られた。ボスは自立希望で指導者はダウムアアト国だった。

dafb daqttb dar batsb bqttb umaatb nadaqaid daqtsb nadaqtsb nadaum
争いで自立的な農地は変化させられ、後からの国は色々人が増えても自助が
無かった。ダクト国やナダクト国は家が無かった。
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dafar b batsb daftsb batsb nadaqttsb nadaqtsb dafar daftsb
豊かな土地はブバット国、ダクト国、バット国、ナダクツツ国、ナダクト国で、
豊かな土地のダフト国、

nadaqtsb daftsb nadaqaid dafttsb nadaqttsb sar daqtsb sqtsb said
ナダクト国、ダフト国には自助が無く、ダフツツ国、ナダクツツ国のボスは、
ダクト国、スクト国の長老だった。

baatdaum q daumqttsb nadaqttsb daumaatsdaum daqttsb nadaftsb rdarardaum
纏められた家は小さくダウムクツツ国、ナダクト国は家に纏めた家を加えた。
ダクツツ国、ナダフト国の農地の周りが土地や家だった。

sbatsb nadaqtsb dar batsb paatsb nadaqtaasb daqtsb dapaatsb
成長した国はナダクト国で、土地が豊かになったのは、パアアト国、
ナダクトアア国、ダクト国、ダプアアト国だった。

nadata aatsb nadaum daqttb bqaum daum aasb nadaqaid aafab sand
直ぐに国を加えて家の無い統治国は後の希望で家が発展し、
自助が無く合流し国土とした。

batdar daum nadaqand baqab dafaumb nadaumbattb nadaqaum kaid
豊かな土地の家は奴連合が指導した。自立希望の人は家が無くても豊かな国で、
自立希望が無いのは中央だった。

saadaqdaum aatsb nadaqtsb nadaqtb nadaum aatsb nadaqttsb umaatb
幾らかの自立家は国を加えナダクト国とし、統治されていなく家の無い国を加え、
ナダクツツ国には色々な人が増えた。

nadaum qtbasb nadaum batsb daumqtsb daqdaum aatsb nadaaid saum
家の無いクトバ国は、家がないが豊かな国のダウムクト国を自立家として
国に加え自助の無い指導者だった。

aattb nadaum aatsb nadaqtb dar aattg aaqatb ftsb nadaqtsb umk
国を加えたナダウムアアト国は、統治されていない人の農地が外に取られた。
人が離れたフト国、ナダクト国は色々な後だった。

umbatb r batsb s nadaqtsb daqtb umaatsb nadaqsb sand daumb
色々な変化は周りを豊かな国にし、集まったナダクト国は自立国になった。
ウムアアト国、ナダク国の国土は国民のものだった。

nadaum battsb nadaum umaatdaum umaasb saasb sa ndak daum qar sb
家の無いバツツ国は、家の無い色々な家を加えてウムアア国とした。
幾らかの国は大きくなったが、強く無い家は小さな希望の国だった。

aatsb baqab nadaqtsb saum umbaqab nadaum nadaum dafttsb nadar
国を加えた代表者はナダクト国の指導者になった。色々な代表者は家が無く、
家の無いダフツツ国は農地もなかった。

umaatsb daum aatsar batsb umdar batsarsb daraid
ウムアアト国は家にボスを設け豊かな国になった。色々な農地が、
豊かな指導者の国になったのは農地の恵みであった。
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nadagaatdaum dapaatsb nadaqaid dapaatsb umaattb padar daum daqaumdar
小さく無い内陸地の家のダプアアト国は自助が無かったが、ダプアアト国には色々
人が増えた。離れた土地の家には自立希望が強かった。

aatsb umbatsb daumbatsb dafand daum nadaqar batsb bfttsb
国を加えたウムバット国とダウムバット国は年上の家で、
自立地でなく豊かな国はブフツツ国だった。

bfdaum batb daum batsb daqaum daqaatb daqtdaum aumaatsb nadaum
後進の家が変化した家はバット国で、自立希望で自立的な国で統治された家だった。
ダウムアアト国には家が無かった。

nadaum aatsb daqtbab nadafttsb daqttsb daumbatsb nadaqtsb sb
家が無く国を加え勢力を支配したナダフツツ国は被統治国で、
ダウムバット国、ナダクト国の国であった。

bfand batsb daum battsb daumbatsb batb qbasb badaum qtsb
新しいが豊かな国の家はバツツ国だった。
ダウムバット国は変化し、クバ国は、軒並みクト国になった。

fttdaum daumqtbatb nadaumaatdaum daum dar batqatsb dar daum baazi
足元の家は家が小さく変化した。家が無く家を追加し家農地になった。
バットクアト国は農地家が側にできた。

nadaqand dar battsb dafaid daum batsb kdaum gaatsb dafaumsb
奴連合の農地はバツツ国で、豊かに助けた家はバッツ国だった。
その後の家はガアアト国、ダフアウム国だった。

umdaum qar bar r daum daumk battb daum aatsb daumfar daumqand
様々な家が狭い土地の周りに沿って在った。家の周りが家だったが後に豊かな国に
なった。家は国を加え、家が遠い土地で家は狭かったが。



Beinecke MS 408   78v-04

daumqaid batb nadaqtb daqar daum dafttsb aafab umdak and s
家は小さいが助け合いで変化し自立の無い国が自立地になった家は、
ダフツツ国で、合流して色々強く集まった

umaatsb dafaatb nadaum aatsb umr aum k aind daum batsb arb
ウムアアト国は十分な国で、家の無い国を加えた。
色々な周りの希望は後に地域となり、ダウムバット国が生まれた。

kaum badaum kaid battfb dar daind daqaum daumfaum nadaqar arb
領地は軒並み中央が豊かに見えず、農地の支えは自立希望だった。
家が豊かな希望は自立の無い土地に生まれた。

kdar ar dar saadar dafand dafaid bftsb daumbasb badaumqaum
完全に土地や農地や幾らかの農地に年上が豊かな援助をした、
ブフト国やダウムバ国は軒並み少ない希望だった。

umdaum aatdar batdaum sb nadaqar dafaumdar
色々な家が農地を増やしたバットダウム国は、自立の無い土地だが、
豊かな希望の農地だった。


