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faatsb umpaatsb dapbatsb aatpdaum paatsar batsb nadapaatsb
フアアト国、ウムパアアト国、ダプバット国は僅かな家を加え、
わずかにボスを加えた豊かな国はナダプアアト国だった。

kdaum aattb nadaqand badaum umaak batb nadafttsb raatk ar aatsb sdar
その後家に国を追加した奴連合は軒並み色々な大船が変化し、
ナダフツツ国は周りを攻撃して土地に国を加えて農地が集まった。

daumqttsb nadafaum aaqttsb aatb sand aatb umaatsb nadaqand nadafaum sar
ダウムクツツ国には豊かな希望が無く、アアクツツ国は人が増えた。
国土に人を増やしたのはウムアアト国で、奴連合の豊かな希望の無いボスだった。

nadaqbatsb aatsb nadaqtsb aaqtsb sand batfar batsb nadaqand aatsb
ナダクバット国は国を加えてナダクト国に成り、アアクト国の国土は多くて遠い土地だった。
豊な国の奴国連合は国を加えた。

sbattb nadaqand aatqab nadafb aatz batsb nadaqttb raatsb nadaqttsb umda 
成長した国は奴国連合となり、地震があっても支配せず時間をかけて豊たかな国にした。
統治の無い国が周りの国を加えてナダクツツ国となり小さくなった。

kaatsb aatsaab nadaqaum daumaatsb nadaqand aatsb nadaqttsb umaatsb nadaqb
クアアト国は全てを纏めたが自立希望は無かった。
ダウムアアト国、奴連合は国を増や、ナダクツツ国、ウマアアト国は支配がなかった。

kdata bats umbattsb natttsb nadaqb da nadata r battsb nadaqtsb nadafttsb umda
後の時期に肥沃になったウムバツツ国、ナツツツ国は支配がなく、直ぐに周りが
バッツツ国、ナダクト国、若くは無いナダフツツ国になった。

paatsata dftsb batfatsaab nadaqb aatsb aaarb
一部の国は貧しい国で、多くの遠くない色々な人を支配せずに国に加えた。幾らか生まれた。
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paadar aatpatsb nadaqtsb umbattsb nadaqaasb k batsqtsb nadagbasb nadapb
幾らかの農地はアアトパアト国、ナダクト国、ウムバツツ国で、ナダクアア国は、
周りがバットスクト国とナダグバ国で、人は多くなかった

daumqttb raak aattd daumk and kqdaum said faab k and aaqb kazi
家が小さな国は周りの大船を幾らかまとめ家として、後であるが後の小さな希望を
長老の遠い希望とした。後であるが幾らかの地域の色々な希望は後にかなった。

kdar batsb nadaqand aaqaid bafatb nadaqtsb daqair battsb umaatsb umb
完全に豊かな国の奴帝国は活発に助け指導国となり、ナダクト国の少しの援助は
バツツ国、ウムアアト国その他であった。

nadaqadaum batqab dafaum nadaqtdaum batqasb qadaum daqtsb nadaqaum
費用の掛からない家に悪い地震があり、自立希望が統治の無い希望になった。
バットクア国は水の希望で統治国のナダクト国には自立希望が無かった。

kaumaatsb far batsb kaumftsb kair nadaqtsb napaatsb umaaptsb umsar
領地に家をつくり遠い土地が豊かな国になった、カウムフト国が雇ったのは、
ナダクト国、ナパアアト国、ウムアアパト国の色々なボスだった。

nadaqaatsb nadaqttsb batsb nadaqbatsb saum umaatsb nadaqand bafab saum kb
ナダクアアト国とナダクツツ国は豊かな国である。
ナダクバット国の指導者はウムアアト国で、奴連合は指導し指導者を維持した。

kand batsaum baqtfab aatbfaum bafab saumaasb nadafaatsb umaatsb
しかし豊かな指導者は豊かな遠い人を加え農場が始まった。
指導者を呼んだナダフアアト国はウマアアト国になった。

faatsb nadaqaasb aattsar aaumsand aatsb nadaqand aatfab aaumumrdar
フアアト国、ナダクアア国はボスに加えられ、それぞれの国土に国を加えた。
奴連合は遠い人を加えて、周りの農地に希望を増やした。

saatdaqtsb umqtts baqatb bfand baumab kaatfb
スアアトダクト国は色々小さな集まりで指導国になった。
確実な豊かさは全て岸から遠い人ではない。
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psaumbasb badapatsb dafdar batsb dapbatsb dafbasb nadaqtsaum basb kaumsb
プサウムバ国、バダパアト国は豊かな農地で良い国である。ダプバット国、ダフバ国は
統治されない指導者の地方の領地国である。

kar batsand daqatb kaid aats batsb natfaum saum batsb batb umaatsb
後の土地に多くの国土が費用を出して中央に集めた。
多くの国は希望のない指導者であっが、多くの国は変化しウムアアト国になった。

kdaumqttsb nadafttsb nadaqttb nadaqtsb kdata aatttfb nadaqtsb nadaqb kand
カダウムクツツ国、ナダフツツ国は統治の無い国で、ナダクト国は後の時期に見栄えが良く
なり、ナダクト国は支配しなかった。しかしながら、

kdaumqttsb nadaqtsb daftsb kdaum aatsb umqtsb nadaqaatsb nadaqtsb aaqasb kar
カダウムクツツ国とナダクト国は貧しい国で、後はダウムアアト国、ウムクト国・ナダクア
アト国・ナダクト国、アアクア国が周りの土地であった。

kaatsair dafaatsb nadaqttsb aatsaid aatsb nadaftsand dafand daftsb umsb
内陸の日光はダフアアト国、ナダクツツ国にあり、長老が加わり国を加えて
貧しくない国土となった。年上の貧しい国はその他の国である。

faatsb nadaftsb nadaqaum batsb nadaqtsb batfatsb batfab dafar aatsb
フアアト国、ナダフト国は自立希望が無く、豊かな国のナダクト国、バットフアト国は
豊かな土地に国を加えた。

kdaind aatfab aatfb dafand daumkaumb batsb
その後支えとして遠い人を加え見栄えを良くし、年上は家を後の人々の為に豊かな国にした。
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挿絵は何か二つのものが繋がった様な暗示ですが、どうでしょうか。

まず挿絵の部分を翻訳します。google lens 風に。
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nadaqttsb nadaumaatb nadaqttb nadaqtsb aatsb dafaum
ナダクツツ国は家が無く人が増え、不統治国のナダクト国は国を増やし豊かな希望があった。

dafaatb nadaqttb nadaqb fdaum batsb nadaqbumssb
十分な国は統治国でなく支配されず、豊かな家で豊かな国はナダクブウムス国だった。

said aatsb nadaqttsb baqatsb baqatsb
長老が国を加えたのはナダクツツ国で、バクアト国は指導された国だった。

kand aattqb badatb nadaqtsb batsb daumsb
後であるが地域に加えられた多くの国はナダクト国、バット国、ダウム国だった。

k daumbatsb aattb nadasb qars aumsb
後にダウムバット国は国を加え、ナダ国は小さな家を集めた家国家だった。

k daqttsb nadaqttsb nadaqb kand
その後ダクツツ国、ナダクツツ国は支配が無かった。しかしながら。

ftaatsb nadafaatsb daqttsb umsb
フトアアト国、ナダフアアト国、ダクツツ国、などの国、

dafaasb nadaqaasb batsaum baatdaum nadaqatsb umaatsb nadaqct
ダフアア国、ナダクアア国は多くの指導者がいた。
纏められた家はナダクアアと国、ウムアアト国で自立の無い国だった。

saum aatdaum umdaum aasaum and qb k and battqaab nadaqtb said
指導者が家を増やして色々な家に希望が定まった。そして、
維持し、後であるが多くの生れたもの全てを不自立国が後に手当した。

kdaum saind aatsb baqb umaatsb sdaumbats nadaqaab
後に家の地区がまとめられ国を加えた。
地域に従ったウムアアト国は、家を集めた多い集まりは自立的でなかった。

kand aatqb daqttdaum daqaid aasb
しかし地域を加えて統治された家は自助で成長した。

kdak and bab batb umbatsb nadaqb
のちに強いが勢力は変化しウムバット国は支配が無かった。

kdaum umqtsb umaatsb nadaqdaum batsb
後の家はウムクト国、ウムアアト国で自立家でなく豊かな国だった。

dar aatb nadaqatb sairbsb
農地に人が増えても費用がいらないサイラブ国だった。

nadaqand batb qaid aaqaaum
奴連合は変化し少しの助けで希望が離れた。

kdaumaatsb daumatsb aatsand
後にダウムアアト国、アウムアアト国は国土を加えた。

kdaumqttb nadaqtb raumb daum kdaumqtb umaatsb nadaumqaid saum
後に家の小さい国は自立の無い国で周りの人々は家をたてた。

後に家の小さな国のウムアアト国は、家の無い小さな援助で希望が集まった。
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kdaum aaqaum aatdaum nadafar daum kdaum daum aafasb baatsb umaasb
後に家に幾らかの兆しがあり家を増やして豊かで無い土地には家をたてた。

後に家はダウムアアフア国、ウムアアト国、ウムアア国になった。

sand daum said aatb umsaumdar sand batdaum aatsb nadafaum kar
国土の家には元の人が増え色々な指導者の農地があった。

国土は豊かな家で国を加えて豊かな希望が無くなり後は農地だった。

kdaum r faid fadaum kqar batsb
後に家は周りの最後に遠い家となった。

後に小さな土地は豊かな国になった。


