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1.

一～ (馬上) 就～。

～とすぐ

中文裡，「一喝酒臉就紅」
、「一放下碗筷馬上就到外頭去玩了」、「一被
刺到，馬上就會紅腫起來哦！」等，這種用來表示兩種動作緊接著出現的
「一～，馬上就～」的句型，在日文裡都可以用這句「～とすぐ」的句型
來表示。
這種「～とすぐ」的句型裡，「と」它接在活用語第三変化基本形的後
邊。

用例：
一喝酒臉就紅。
さけ

の

かお

あか

お 酒 を飲むとすぐ 顔 が 赤 くなります。
一被刺到的話馬上就會腫起來哦！
さ

は

刺されるとすぐ腫れてしまうのよ。
一回家就馬上洗澡。
かえ

ふ ろ

はい

うちへ 帰 るとすぐお風呂に 入 りました。
一放下碗筷馬上就到外頭去玩了。
しょくじ

お

そと

あそ

い

食 事 が終わるとすぐ 外 へ 遊 びに行ってしまった。

會話Ⅰ
A：それから、どうすればいいですか。
(然後要怎麼辦？)
お

B：このボタンを押すとすぐランプがつきます。
(按這個鈕的話燈就亮)
お

A：押すだけでいいですか。
(只要按一下就可以嗎？)
B：はい、そうです。
(是的，就是那樣)
わ

A：はい、分かりました。
(好的，我知道了)

會話Ⅱ
たなか

の

A：田中さん、どうですか。かなり飲めるんでしょう。
(田中先生、怎麼樣？您很會喝吧！)
ぜんぜん

だ め

さけ

B：いいえ、わたしは 全 然 駄目なんですよ。ちょっとでもお 酒 を
の

かお

あか

飲むと、すぐ 顔 が 赤 くなるんです。
(不，我一點兒也不行啊！只要稍微喝一點，臉馬上就紅起來)
つよ

A： 強 そうですけどね。
(看起來倒像挺會喝的樣子呢！)

