
From British Columbia, Canada 

I'm Y.M, and I usually go to Burnaby Central High School. It's been two months 

since I came to Japan to study abroad. This month, I will introduce Thanks given 

day, Lake Burnaby, life with my host family, and Halloween! 

First, Thanks given day. Do you know this event? 

This event is celebrated mainly in the United States 

and Canada. On this holiday, I invited all my friends 

from Burnaby to my house and had a party with my 

host family's relatives. We sang and danced and 

trampolined with my friends, and for dinner 

we had a big turkey, mashed potatoes, 

orange sweet potatoes and pumpkin pie. 

After dinner, we roasted marshmallows over a campfire in the 

garden. All of them are my first experiences and had happy 

memories. 

Next is Burnaby Lake. My host family's drove a car to east Burnaby 

and saw rare birds and beautiful nature. It takes about 25 minutes 

to walk, and I was impressed by the lake, because I had never seen 

before. With 200 species of birds visiting each year, it is a great 

place for birdwatching. 

In addition, I went to a vegetarian restaurant and 

made my own original pumpkin with a pumpkin that was 

bigger than my face with my host family. At the 

vegetarian restaurant, I ate poutine, and it was delicious. 

I've never carved pumpkin before. However, it was a lot 

of fun, and I was able to cut it into my favorite star 

shape. I got excited when I lit a candle inside. 

October's event is Halloween! I bought a "Paper House" 

costume and went to school. In Canada, it is possible to 

go to school in costume, and I was surprised 

to find that most of the students wore 

costumes. After dinner, I went trick or 

treating with my host brother and sister. I 

saw fireworks at my nearest mall. I was 

impressed with how close the distance was. 

 

 



私は留学して 2 か月が経ちました。今月は、Thanks given day とバーナビー湖とホストファミリーとの生

活とハロウィンを紹介します！ 

まず、Thanks given day についてです。皆さんはこのイベントを知っていますか？この行事はアメリカ合

衆国やカナダで主に行われる祝日です。この祝日に私は、友達と私のホストファミリーの親戚が集まり皆でパ

ーティーを行いました。友達とは歌って踊ってトランポリンをし、夕食ではとても大きなターキー、マッシュポテ

ト、オレンジ色のさつまいも、パンプキンパイを食べました。夕食後には庭でキャンプファイヤーをしながら焼き

マシュマロをしました。どれも私にとっては初めての経験で幸せな思い出です。 

次に、バーナビー湖についてです。東バーナビーの方にあり、ホストファミリーに運転してもらい、珍しい鳥や

美しい自然を体験しました。約 25分歩きますが、歩いた先には見たことのない湖で、感動しました。年間

２００種類の鳥が訪れるため、バードウォッチングにとてもよいそうです。 

さらに、ホストファミリーと一緒にベジタリアンレストランに行き、顔よりもでかいカボチャでオリジナルカボチャを

作ったことです。ベジタリアンの料理は初めてでしたが美味しかったです。私は今まで自分でカボチャをデザイ

ンしたことがなかったですが、すごく楽しく完成できました。カボチャの中にろうそくを灯してみた時は最高にきれ

いでした。 

10月のイベントといえばハロウィン！私は「ペーパーハウス」の衣装にしました。カナダは仮装して学校に

行くことができ、生徒のほとんどは仮装していたのでとても驚きました。帰宅して夕食後にホストブラザーとシス

ターとトリックオアトリートをしました。ホームステイ先がモールと近く、そこまでの道の家を全て尋ねました。そし

て、花火を見ました。日本では見たことがない距離間で刺激され感動しました。 


