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本文左下の部分に文字があります。「家」は国家のような意味です。

　dafaid daumqaum 十分な助けは家の小さな希望

挿絵にありますように九州の中に沢山の国が出来てあふれそうです。
今後戦いが多くなり、そして九州外に勢力を伸ばすのでしょう。

par batb qttsb batqaum saum sar daumpaatsb batqsaid dagaum batqb
僅かな土地が変化しクツツ国となり、多くの小さな希望が指導者やボスにあった。
ダウムパアアト国は長老が生まれるに従って、遠い希望は多くの地域だった。

nadaqtsb daqand qair daqaum kar daumqaid daumqaid aum daum r daum sum
ナダクト国が成立し狭い所に自立希望があり、後に土地や家は狭いが、
家の小さな援助で希望の家となり周りの家を合わせた。

kand sand daumqttsb daqtsb sbqaid batq aasb saumaum daumsb
しかしながら国土はダウムクツツ国、ダクト国であり、国の小さな援助で、
生まれるに従って成長しボスの希望は家と国だった。

nadaqand daqaid aattqb sb daum qand said sb sand aaqab
奴連合は自助で地域に加わり、国や家は小さく、元の国の国土は人が離れた。

bqand sand dafaid aaqab daqttsb nadaqb qdar sand daqar
確かではないが国土に豊かな援助があると人が離れる。
ダクツツ国は支配が無く狭い土地の国土が自立地だった。

nadaqaid daqand aumaatsb aatdaum umqb umk and daqaid saumsb
自助が無く成立したダウムアアト国は家を増やし色々な地域で色々な事の後に、
自助で指導者が国を作った。

daumdar data batqaaum sand nadaqttsaum sand aaqab saatsb nadaum
家や農地は時々多くの水の希望がある。
国土は自立の無い指導者が集まり国土の人が離れる。クアアト国には家が無かった。

bqdaum darbatsb battsb nadaumqttsb sand sqaid padasb daumsb
後からの家のダラバット国、バツツ国、ナダウムクツツ国の国土は援助を隠し、
ぱあと国は家の国だった。

b ar daumaatb qand daqttb sand daumdar aatqab sansb
人の土地の家に人が増え狭いが、統治国の国土に家も農地も地震に遭い国が繋がった。
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pdaumbab dababftts nadap daqttsb daftsb daqbatsb nadaqb sair azi
僅かな家の勢力は小さな勢力を足元に集めた。多くは無くダクツツ国、
ダクト国、ダクバット国は支配せずに、日の光が可能だった。

bbatb nadaqttb daqttb daqb bqaab nadaqb daqb umqb daumaab qb sbadaumbs
事実、無統治国は統治国が支配し、後からの国は支配が無くて支配する。
色々な地域の家に人が増え、地域に家ができる決定があった。

ndaum daum aasb batsb nadaqtsb bftsb aatftsb umqtstb bftsb
家が無くても家は発展し、豊かな国のナダクト国、ブフト国、アアトフト国は
色々な小さな集りの国で新しくない国だった。

bqtbatb saaaats bftsb bftsb sar bqtsapab nadafb bqtsb daqaum
後からの変化は幾らかの集りのブフト国だった。
ブフト国のボスは以前の方法以外では争わず、ブクト国は自立希望だった。

sbatsb bqttsb battqb sand daqtsb nadaqtts nadaqtsb umaapaasb
スバット国、ブクツツ国は多くない地域で国土はダクト国だった。
不統治の集りはナダクト国、ウムアアプアア国だった。

nadaqaum aatsb daum battb kaumbafasb nadapaatsb r aarsb umfarb
自立希望が無く国を加え家が多い国は後のアウムバフア国、ナダグアアト国で、
周りの国を加え、色々遠い土地の人だった。

umdar batsb nadattsb daum aab r basb umbatsb sar aasb paasb
色々な農地が豊かな国のナダツツ国は家だけで周りは地方だった。
ウムバット国のボスは請願しプアア国ができた。
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kbaqaasb daum batsb nadaqar baqab sbatsb nadaqar nadaqaum sdaum aab
クバクアア国は家が豊かで自立地でなかった。
指導者はスバット国で自立地が無く自立希望もなかった。家が集まっただけであった。

nadaqaasb aatb daum aatqb daum batsb nadaqtsb nadaqtsb aaqab nadaqb
ナダクアア国は人が増えた。家に地域を加えたダウムバット国とナダクト国だった。
ナダクト国は人が離れ支配が無かった。

kdaumqttsb daum batsb nadaqar baqab sbatsb nadaqar nadqaum sdaum aab
後に家の小さい国のダウムバット国は自立地でなく、指導者はスバット国だった。
自立地でなく自立希望もなく家の集まりだけだった。

nadafatb aatqaum aadasb nadaqtsb umbatfb nadaumsb umftsb nadafaid
費用のいらない国に少しの希望を持ち国を加えたナダクト国は色々豊かになった。
ナダウム国、ウムフト国は豊かな援助が無かった。

umbada nadaqtb umbatsb umbatsb aatsb nadaumqb umaatsaum nadaum dafar
色々悪いのは不統治国のウムバット国だった。ウムバット国は国を加え
家の無い地域に、いろいろ指導者を付けて家の無い豊かな土地にした。

nadaqaum nadaum dand aattb saum umaatsb batsb k aumaaftsb far
自立希望が無く家が無いのは悪く、国を加えた指導者のウムアアト国は豊かな国で、
領地はアアフト国だったが遠い土地だった。

badaum nafaaab bqand daumqaid batsb nadaqb saatsb rdaum daumfasb
軒並み痩せていない人が、後からではあるが家の少しの助けで豊かな国となり
幾らかの国は周りの家をダウムフア国とした。

bftb daqaatsb nadaqaum daqttb nadaumaattsb kaum ftdaum saasb umb
新しい国のダクアアト国は自立希望が無く、統治国のナダウムアアツツ国や、
領地に地元の家のスアア国は変化した。

dabatsb nadaftsb badaum aatsb bbaaatb daumaatsb nadaum aatsb daqb
ダバット国、ダクアアト国は軒並み国を加え本当に人が増え、
家に人が増えたナダウムアアツツ国、

nadaum aaumadaum far dand daqtsb saum batb aumqtdaum daumqttsb daqtdaum
家が無く空き家を加えた遠い土地は悪く、ダクト国の指導者は変化した。
家の小さな家はダウムクツツ国で統治家であった。

sbatdaum daind daumqttsb ftsb aatqb baqatsb aaaum
成長しなかった家の支えのダウムクツツ国は足元に地域を加えバクアツ国に任せた。


