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全体として国の発展について記載されているようです。しかし読みづらいです。

蜂の巣のようなものが左右上に二つありますが、その下の本文の中央上の部分です。

fbasbatb saumqbasb badagab kand dar airdasb aatsaumb
しっかりとした集まりは変化し、指導者の少ない地方は悪くまとまった。
しかし農地の所は成長し人々は集まった。

saatdasb kqttdasb nadaqbattb aatdasair bqaats karaumsb
大半の成長は後に少しの成長となり自立が無く変化し、出入の助けを加えて古い集まりとなる。
後の土地は希望の国となる。

sbatdasb nadaqaatb saum dar dasand kar
成長の結果自立的でない国の指導者は農地を争い、後は土地である。

paatsand saatsb nadaqaasb nadapaadata badaum batdasb kdaum qazi
大半の国土は大半国であり、ナダクアア国は多くない家で、軒並み豊かに成長し、
後の家は小さくできた。

saatb dafaid daumqtaab nadaqazi aadaum qaasb aadaum faasb sar and sb
幾らかの国は豊かな援助で、家が小さいだけで自立無くできた。
私達の家は小さな国で私達の家は良い国でボスも国もである。

umbadasair bqaada sar aadasb bqttdasb nadaaatb aaqatb umqar arb
雑多な出入の場所は古くて幾らか小さく、ボスは成長して、
後からの成長で小さく無い人を増やした。国が離れて色々小さい土地が生まれた。

sbatsb qbatb faasb basb raumqaatsb bfaadata nadafb daqbab fazi
成立した国は入り江の国で良い国だった。地方は周りに希望の少ない国を加え、
新しい家には支配が無く、自立した勢力が恵まれてできた。

bfaasb sar badata dar aumdar
新しい国のボスは軒並み農地への希望が強かった。
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次はこのページの右側に縦にして書いてある部分です。

fbatsaum bpaatb basb nadapaattdasb dapaasb daumgaatb bpaatb nadafand 
しっかりした指導者は交易国の地方の多くない成長を集める。
多くの国は家が沖の国で風の国である。豊かではないが。

sbatsb nadaqttb nadafaab batsb nadaqand aasb daffar dafand bqand
スバット国は統治国でなく、貧しい国でもなく豊かな国である。
奴連合は発展し豊かな農地は豊かであるが確かではない。

nadasand bdaaatsb nadafaatb nadaqb sand aasb dafttsb nadaqb sand azi
争いは無かったがブダアアト国は十分な国ではなかった。支配しない国土は発展し
ダフツツ国は争わなかった。国土(の維持)は可能だった。

badar bfttb dafttsb batsand dafand bfand dafdasar and
発展した新しい国はダフツツ国で春の国土で春の国だった。
豊かであり、新しくあり、成長したボスではあるが。

fttdak and bfttb nadafttb dafaatb nadafttdasb aattdar aattsand
足元が強くそして新しくない国は貧しい国ではなく十分な国で、若く無い成長をする。
農地を加えられたり纏められたりするが。

baattdasb sank dafttb nadatsb dafttb daumfttb
まとまった集まりの成長は繋がり、貧しい国は表面的な国ではなかった。
貧しい国は家が小さな国だった。
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次は左側に縦にして書いてある部分です。

faadaum daumqtb gaband dapaatsb daqaatsb ardaaatdasb badaum batsb bfttb sand sasb
豊かな家は家の小さい国ではまとまっているが数少ない国である。
土地が狭いままで成長した国は軒並み悪い国である。新しい国の国土はその他である。

baatb daumqtttb nadafaatsb nadaqttb nadafaatsar battsb nadaqtsb bqand nadafandar azi
枠組(同盟)の家が小さくはない国はナダフアアト国とナダクツツ国で、
十分ではなくないボスの豊かではない国がナダクト国で、後に豊かでない古い土地ができた。

faatdas dafttb bfttdasb aasb aatsdak batsb aatdak dar anr battb bfttbatb dafttdasazi
太った出入りは裕福で新しい成長で、発展し固くまとめる。人は膨れ固く繋がり、
農地の場所は豊かな国となり、新しい豊かな国との若い出入りができた。

bfttsb bqttb saizi aadaand aatqab babqtttdaaab faattb dafdasand dapand dafaatb dafazi
新しい国は未来の国であり驚く。他の(所)であるが地震があり勢力が小さいだけの、
太った国である。湿った国土は質素な国で十分に国が豊かになれる。

dabattb dakbattb faatdasb nadaqaid nadasand daumqar aatsand b aatsb nadaqasb aadaumqaid
圧迫されたダクバツト国は大きく成長した。自立した小さくない国土は、家の小さい土地だが、
国土を増やし、人が国を加え悪い誘いがなく、私たちの家が少し手助けした。

ar and badasand badar aaaumqar batqbadaum daqaadar
土地ではあるが悪い国土に行くと手の小さな(手入れの少ない)土地が、軒並み多く、
暗い土地がある。
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本文の上の部分です。

faatsb nadaqttsb nadatsb nadapaab rand daumpaatb nadaqand
大きなナダクツツ国は表面的な国ではなく多くない人で周りの幾らかの国の家を奴連合した。

kaid baatsb nadaaatb dafair aatdasb bfaid nadaqand
中心の枠組み国のナダアア国は豊かな所で後に奴連合なった。

fand bfand bfand bfand dar ar bfar azi
遠いが正当に確実に新しい農地ができ、土地は新しくできた。

bqand nadattsb nadar and bftaab ar and arazi
昔のことだがナダクツツ国には土地がなく新しい土地でアラジーを植えた。

bbattb nadafand aasb bpbatar bfaid dafaid bfazi
無駄ではない国は年下を呼び風の多い土地を後ろに十分助け新しくなった。

sand umk and aafab bqand bqand aasar ar and
国土は色々な後に合流し後ではあるが、後だが私たちのボスは土地と一緒だった。

kaid bfand bfapb dasaatb saum sair bfazi
中央は正しく、新しい上の人は出入(交流)を増やし指導者の日光(指導)は新しくできた。

k ar and daftb dafair
その後土地と貧しい人は豊かな場所になった。



Beinecke MS 408   86v4-05

このページの下の部分です。原文を反転させています。

fdataasaab daqaatb nadaqaatsb batsb bfaatdasar
抵抗の叫びは全て暗い国である。悪い国は成長の無い土地である。

bfaatb bfaab aasaum dar aattb sand aatdaqanzi
新しい人は白人で発展を呼び土地を増やし国土が成り立っていった。

faatsb aab faatb dafaatsb nadaqaum dattsb umqazi
良い国は全て良い人で、十分な国は年下の定まった国を積極的にできる。

dattk aind bfaatsb aatsb nadafand aatdasb
小さな契約の地区は新しい国で、国を加え年上でない者は成長した。

bfaatb dafand qbas nadafar aatar darazi
新しい人は年上の指導で、豊かでない土地に土地を加え農地ができた。

bfaadasb aatsb nadaqaum bfaab nadaqar azi
新しい成長は国を加え自立し、新しい人は豊かでない土地でも可能だった。

saattb faadasb dafb dafaatsb sanr anzi
色々な国が大きく成長し、争い、十分な国には太陽が戻った。

bqaatsb nadafaab nadasand daqaatb
後から加入した国は十分ではなく、小さくない国土は暗い国だった。


