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Takuya Matsumoto (松本拓也)

Ekaho Maekawa (前川えかほ)

Takuya Matsumoto is an alumni of KIU (2014) and KIU Academy.
He transferred to the Department of Mechanical Engineering at
LeTourneau University (LETU) in Texas and started studying there Fall
2014. Takuya was able to transfer 25 KIU credits to LETU. Under the
school partnership agreement, he received a scholarship of $8,000/per
year.

Ekaho Maekawa is an alumni of KIU (2015-2016). She has transferred
to a business administration major at California Lutheran University
(CLU), and started studying there Fall 2016. Ekaho was able to transfer
71 KIU credits to CLU, and thus she could skip the first 2 years.

Studying engineering in a foreign country was very challenging. He had
to work extra hard to catch up on new materials given during a tight
class schedule. English was one of his barriers, but he found that being
active in class by frequently asking questions to the professors was one
of the keys to his success.
The KIU education helped him become a more persuasive person.
Through discussions at KIU, he received the confidence to express his
identity in Christ and that “He is the way, the truth, and the life"
(John 14:6).

Her excellent academic achievements (GPA > 3.6. She was the
recipient of 2016 KIU-FP awards in Business and Political Science) and
distinguished leadership ability allowed her to receive a scholarship of
$25,000 per year.
Ekaho graduated with honors in May 2018, which means that her
undergraduate study was finished in 3 years (KIU 1.5 years + CLU 1.5
years)! Now, she works at an IT company in Tokyo.
The photo taken was when her friend Katie Rohrer, who is an alumni
of KIU Academy, visited Ekaho during her volleyball tournament at
CLU.

Takuya was selected to participate in a prestigious LETU-NASA research
project at the Universal Thermal Energy Laboratory LETU. He was the
only undergraduate student who was involved in the research of “Heat
Transfer in Vacuum between Room Temperature and 80 K.” At the
beginning of this month, in May 2018, Takuya finally graduated with the
magna cum laude honor. Congratulations, Takuya!
Ekaho Maekawa (on the left)
2014年にアカデミーを卒業した松本拓也君は、KIUに1学期間在籍した
後、テキサスにあるLeTourneau University （機械工学専攻) に編入し
ました。LETUとKIUは提携により、拓也君は毎年8,000ドルの奨学金を
獲得し、KIUから25単位を移行することができました。
海外で工学を勉強することは大変難しく、タイトなスケジュールの中与
えられる課題についていくには相当な努力が求められました。英語の
壁というのはどうしてもありましたが、教授に積極的に質問することが、
困難な状況を乗り越える成功の鍵だったと拓也君は教えてくれました。
KIUの教育で役立ったことは、説得力を持って自分の言葉で語るように
なれたということでした。自分の考えを伝えることを通して、 「わたしが
道であり、真理であり、いのちなのです。 」（ヨハネ14:6）というキリスト
者としてのアイデンティティーをしっかり持つことができるようになりまし
た。
拓也君は、LeTourneau UniversityとNASAの名誉ある共同研究プロ
ジェクト「熱エネルギー変換工学研究」の研究員として、唯一の大学生
として選ばれました。その後、2018年5月に「マグナ・クム・ラウデ（優等
賞）」で卒業しました。拓也君、おめでとう！

前川えかほさん（写真左）は、2015年から2016年までKIUで学び、
2016年の秋にCalifornia Lutheran University （CLU） に編入しました。
CLUでは経営学を専攻。KIUから71単位を移行できたおかげで、CLU
では3年生に編入することができました。
彼女の優秀な成績（GPA3.6以上、KIU Foundations Program最優秀
ビジネス学賞と政治学賞を受賞）と、高いリーダーシップが考慮され、
CLUから年25,000ドルの奨学金を獲得しました。
えかほさんは、2018年5月にCLUを優秀な成績で卒業しました。計算
すると、KIUに1年半、CLUに1年半、つまり合計3年間で大学を卒業し
ました。現在、東京にあるIT企業で働いています。
上掲の写真は、KIUアカデミーの卒業生ケイティローラーさんがCLU
にバレーボールの試合で訪れた時のものです。

