
Beinecke MS 408   83v-01  (voynich manuscript)

pdaumsaqb saumdaum daftsb aafair dapaatsb nadafaum aatpaatsb dapaatb
わずかな家以外の地域は指導者の家であるダフト国は、場所を取り込んでダプアアト国とし
豊かな希望は無かった。豊かな国のアアトパアアト国は多くの国だった。

sdaum batsb nadaqtsb batsb nadaftsar aatfatsb nadaqtsb nadafaum aatb sar
家を集めて豊かになったのはナダクツ国である。豊かで貧しくないボスは、アアトフアト国、
ナダクツ国で、豊かな希望は無いが人が増えてボスになった。

nadafaid aafab saum daumqtsb batsb nadafaumsb nadaqand sair batsb dafttb
不十分な援助で合流した指導者のダウムクツ国は豊かな国だった。
ナダフアウム国、奴連合は、日が当たり豊かな国だったが貧しかった。

said battsb dafttdasb sdaumsb nadaftsb nadaqttsb nadaqtsar batdaumsb ndaum daumb
古いバッツツ国は若々しく成長し、スダウム国・ナダフツ国・ナダクツツ国は
統治しないボスで、バットダウム国は家がない国民だった。

nadaqaum batsb nadafaid aatsb aatsdaum sand dafand batsb nadaqttsb daqand
自立希望の無い豊かな国は豊かな援助が無く国を加えても幾らかの家の集まりの国土である。
古い豊かな国にナダクツツ国が成立した。

aatsb nadafttsb dafaum batsb kdaum aaum aatk daqtdaum batsb nadaqdaum aatsb nadaqaum
国を加えたナダフツツ国は豊かな希望の豊かな国だった。後の家を任せて、
幾らかの方向で統治家を豊かな国にした。ナダクアウムアアト国は自立希望でなかった。

nadaqttb dafttb nadaqaumdaum aatsb sb saum nadaqaum daumqbatsb nadaqttsb nadaqaum
ナダクト国は若い国で自立希望の無い家に国を加え、国の指導者も自立希望が無かった。
ダウムクバット国、ナダクツツ国は自立希望がなかった。

kdaumqttsb nadaqand daqand aats daqaatb
後にダウムクツツ国、奴連合が成立し、まとめて自立的な国となった。

daumdaumarb daqaraab
次々と家が生まれる 自立地は全て
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paatsar batsaum nadaqar batsaum daqaasb nadaqtsb daqaium batsb nadaqb umbatz
大半のボスは豊かな指導者である。自立地でない豊かな指導者はダクアア国、ナダクト国、
ダクアイウムバット国で支配が無く雑多になった。

sand baqab nadattda umumsar aattb nadaaum nadaqttsb daumqar battsb nadaqaid daumdaum
国土を指導した表面的でない国は色々なその他の土地を国に加えた。小さく無い希望が
ナダクツツ国の家が小さな土地にあり、バツツ国は自助が無かったが次々と家ができた。

nadaum aatb nadaumaats nadaumqb nadaqaum aatsb aatsb sand aaqatb aatdar daum umaum
家がなく人が増えて、家の無いものを纏め、家の無い地域に自立希望無く国を作った。
国を加えた国土は離れて農地を増やし、家に色々希望があった。

k aumaats nadaum batsb nadaumaatsb nadaumaasb nadaum raatsb aatdaum nadaqtdar badaumsb
後に希望を纏め家の無い豊かな国はナダウムアアト国となった。ナダウムアアト国には家がなかった
が周りの国を追加し家をつくり、土地を統治せず、家に従う国になった。

nadaqand aatdaum batb nadaqttb aatdaum saum aatumnd daumqttsb nadaqaum aaaumdaumb
奴連合が家を増やし変化し統治しない国となり、家を増やし指導者に悪く加えられた。
ダウムクツツ国は自立希望が無く任せられる国民だった。

sand nadaqaum batqatb nadaqttb aaaum nadaqttb nadaqand aatsb kar aum
国土は自立希望でなく悪い防衛でも自立的でなかった。
任せて自立的でない奴連合は国を加え後に土地は希望だった。

nadaqaid aattdaum nadaqand batdaum nadaqumr aattsb daumaattb nadaqaum nadaqaumb
自助が無く家は加えられ奴帝国は豊かな家になり、統治されていない土地は国に加えられた。
ダウムアアツ国は自立希望でなく、自立希望の無い人だった。

k daumqttsb nadaqttsb nadaqttsb kand daqand aatsb nadaqttsb nadaumqttsb
その後ダウムクツツ国はナダクツツ国になった。ナダクツツ国はしかしながら
成立して国を加え、ナダクツツ国はナダウムクツツ国になった。

ndaum aatsb nadaumfttsb nadaqttsb nadaqaum daqand aatdar aatqab saum aatqasb
家のない国を加えたナダウムフツツ国、ナダクツツ国は自立希望が無く、成立して土地を加え
地震に遭った。指導者はアアトクア国だった。

fdafatb atdar daumdaum aatdaum ftsb batqaaum battqab aaumum
遠い大国は農地を加え次々と家ができ、家を加えたフト国は悪い水の希望があった。
幾らかの地震で希望が増えた。
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nadaqtts nadaqand batdaumqaid batdaum daumqttsb umbatsb
統治されない集りの奴連合は、豊かな家を少し手入れした。
豊かな国はダウムクツツ国とウムバット国であった。

aaar nadaqar aatdaum qaid baqatb nadaqaum aatdak daum k DAQAASB　
私たちの土地は自立地でなく、家に少し手入れしたが、 自立的な国
指導者は自立希望が無く、強く加えたが家は後だった。。

nadaum aind aaqatsb batdaum nadaqand baqab umaatb
家のない所のアアトクアト国は豊かな家で、奴連合が指導して色々人が増えた。

daumaattsb nadaqttsb nadaqaid saum baaum baumsb umdak
ダウムアアト国、ナダクツツ国は自助が無く、指導者は希望に従った。
バウム国は色々な農地だった。

b batb dafumas ar daqdaum saum batsb nadaqaumb
人が変化し貧しく定まった土地は自立家の指導者が豊かな国にし自立希望の無い人となった。

kdata aatar batb nadaqar batsb nadaqaid daum umaab
その後土地を増やし変化したが、自立地ではなかった。
多くの国には自助が無く家は色々が全てだった。

sbatdaum aatdaum batsb nadaqand aattqb umdaumk
成長した家は家を増やし豊かな国となる。
奴連合は地域に加わり、様々な家になるのはその後である。

nadaum badaum aattsb nadaum da nada nadaqaid daum baumzi
家が無く軒並み国に加えられた。家が無いのは多かれ少なかれ小さく無い支援で、
家を豊かにできた。
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daum aaumum batsb aatb faum batsaum saumbasb
家に希望を与え豊かな国は人を増やした。
農集団には多くの指導者がいて、指導者は国に従った。

nadaqand aatsb nadaqaum dafaum aatsb nadafaumk DAQAND
奴連合は国を加えても自立希望は無く、豊かな希望で国を加えた。 成立した
豊かな希望が無いのは後であった。

dabbatb nadaum nadaqaum aatsb nadafb
小さな人は変化した。家が無くても自立希望が無く、国を加えても争わない。

nadaum daumaid batdaum nada nadaqaum batdaum
家が無く家手当てが悪い家で、小さく無く自立希望の無いのは悪い家である。

batb dapaatb fatb daumaab
変化した多くの国は遠い国で家が全てであった。


