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解答

1.気体の製法
(1) aエ bカ cク dキ

(2) aカ bキ cク dイ

(3) aカ bキ cウ dク

(4) aク bキ cカ dイ

2.気体の製法
(1) aア bカ cウ dク

(2) aエ bキ cア dク

(3) aカ bキ cオ dイ

(4) aク bア cイ dウ

3.気体の製法
(1) aク bウ cオ dア

(2) aイ bウ cエ dカ

(3) aク bキ cエ dア

(4) aキ bウ cカ dク

4.気体の製法
(1) aオ bキ cイ dカ

(2) aク bキ cウ dカ

(3) aキ bア cイ dク

(4) aイ bウ cエ dキ

5.気体の製法
(1) aウ bキ cオ dア

(2) aキ bイ cク dオ

(3) aイ bエ cキ dア

(4) aカ bオ cク dア

6.気体の製法
(1) aア bイ cエ dキ

(2) aカ bウ cク dキ

(3) aオ bイ cク dウ

(4) aエ bキ cイ dオ

7.気体の製法
(1) aウ bア cイ dク

(2) aウ bオ cク dイ

(3) aキ bア cカ dオ

(4) aオ bウ cク dア

8.気体の製法
(1) aイ bオ cエ dウ

(2) aキ bウ cア dエ

(3) aエ bカ cオ dキ

(4) aク bキ cイ dオ

9.気体の製法
(1) aク bウ cオ dキ

(2) aイ bア cオ dキ

(3) aク bウ cオ dキ

(4) aア bエ cカ dウ

10.気体の製法
(1) aク bエ cキ dイ

(2) aク bウ cカ dエ

(3) aオ bキ cア dイ

(4) aウ bオ cカ dキ
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11.気体の製法
(1) aウ bキ cオ dク

(2) aイ bエ cオ dア

(3) aイ bア cカ dク

(4) aイ bエ cオ dク

12.気体の製法
(1) aク bキ cエ dウ

(2) aイ bオ cウ dク

(3) aア bオ cク dキ

(4) aウ bカ cア dク

13.気体の製法
(1) aウ bエ cア dキ

(2) aオ bア cイ dク

(3) aキ bカ cク dイ

(4) aア bウ cイ dカ

14.気体の製法
(1) aウ bオ cイ dア

(2) aア bウ cキ dオ

(3) aカ bオ cク dエ

(4) aカ bオ cク dイ

15.気体の製法
(1) aエ bア cキ dウ

(2) aイ bエ cキ dク

(3) aカ bウ cオ dア

(4) aキ bカ cイ dア

16.気体の製法
(1) aオ bア cキ dカ

(2) aア bキ cイ dオ

(3) aオ bエ cウ dク

(4) aオ bキ cカ dエ

17.気体の製法
(1) aカ bウ cア dキ

(2) aオ bカ cウ dエ

(3) aエ bウ cイ dカ

(4) aキ bエ cウ dオ

18.気体の製法
(1) aイ bエ cウ dオ

(2) aア bク cカ dキ

(3) aエ bキ cク dイ

(4) aイ bク cキ dオ

19.気体の製法
(1) aア bウ cエ dク

(2) aイ bア cカ dウ

(3) aウ bオ cエ dカ

(4) aウ bエ cア dイ

20.気体の製法
(1) aイ bウ cエ dア

(2) aエ bオ cイ dウ

(3) aカ bイ cキ dエ

(4) aク bキ cイ dア


