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☒  third [さ～ド]

名 第３日、３番目

形 第３の、３番目の

副 第３に、３番目に

☒  life [ライふ]

名 生活、人生、一生

生命、命 (⇔ death [デす] ｢死｣)

☆ 複数形は lives [ライヴズ]

※ ｢人生、一生｣の意味では a を

つけず、複数形にもしない。

関連語：live (生きる、住む) →【No. 104】

☒  place [プレイス]

名 場所、立場、位置、空間
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☆ first, second, third など、順序をあらわす語を≪序数≫と言う。

≪序数≫ は ｢～番目｣ や ｢～日｣ をあらわすときに使われる。

third 以降は、fourth , fifth , sixth , seventh , eighth , ninth , tenth , eleventh , twelfth のように続く。

13～19 は各数字のあとに th をつける。( thirteenth , fourteenth , fifteenth , sixteenth , seventeenth ,

eighteenth , nineteenth ) そのあとは twentieth , twenty-first, twenty-second , … twenty-ninth ,

thirtieth , thirty-first と続く。 ※ 赤文字になっている語は特にスペリングに注意しましょう。

on July 3 『７月３日に』

※ 3 は (the) third と読む。

※ on July 3rd と書くこともある。

one [a] third 『３分の１』【分数】

two thirds 『３分の２』【分数】

the third grade 『小学３年生』

(the) third prize 『３等賞』

→【単語帳 No. 1046 … prize】

the third longest river
『３番目に長い川』

She was born on July 3. 『彼女は７月３日に生まれました。』

※ on the third of July とも言う。

He is in the third grade. 『彼は小学３年生です。』

Our team won [got] (the) third prize.
『私たちのチームは３等賞をとりました。』

What is the third longest river in Japan ?

『日本で３番目に長い川は何ですか？』

Tom came third in the race.

『トムはその競走[レース]で３位になりました。』

※ race [れイス] ( 発音に注意！) ｢競争、競走、レース｣

… race には ｢人種、民族｣ の意味もある。→【No. 571 … yellow】

a happy [quiet / simple] life

『幸せな[静かな /質素な]生活』

all one ’s life 『一生涯、一生の間』

How is your school life ? 『あなたの学校生活はどうですか？』

He lived a simple [スィンプル] life. 『彼は質素な生活をしました。』

Her life was short. 『彼女の人生は短かった。』

He lived in Tokyo all his life . 『彼は一生涯東京に住みました。』

The doctor saved my life.

『その医者が私の命を救ってくれました。』

Many lives were lost in the war. ※ lives は life の複数形。

『その戦争でたくさんの命が失われた。』

※ ≪be 動詞 + 過去分詞≫ ｢～される、～された｣ … 受け身[受動態]。

There are a lot of places to see in Kyoto.

『京都には見るべき場所がたくさんある。』

There is no place like home.

『わが家のような場所はない。/ わが家がいちばん。』

Go back to your place.
『あなたの場所に戻りなさい。』

The concert takes place every year.
『そのコンサートは毎年行なわれます。』

take place『行なわれる、(事件などが)起こる』

※ happen とほぼ同意だが、happen は

｢偶然起こる｣の意味を含む。

take [get /win] (the) first place in the race

『競走[競争]で１位をとる』

time and place 『時間と空間』

☆ the third には『３世』の意味もある。

HenryⅢ 『ヘンリー３世』 ※ ふつうはⅢと書き、the Third と読む。
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