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Events 2011-2012

■ 学会・受賞     

3月26日  
和佐君が日本機械学会畠山賞を受賞しました．                     
                    

3月14-16日  
SICE 第12回 制御部門大会
藤田先生，畑中先生，和佐君，難波君がSICE 第12回 制御部門大会に
参加されました．
藤田先生は制御部門長を務め，講演もされました．和佐君，難波君は
発表しました．

3月8日 ISCIEに論文が採録されました．

3月2日  
科学技術シンポジウム「システム構築による重要課題の解決に向け
て」
藤田先生が科学技術シンポジウム「システム構築による重要課題の解
決に向けて」にてパネルディスカッションに参加されました．

1月12日 ISCIEに論文が採録されました．

http://genesis.naist.jp/~sice-ctrl2012/
http://genesis.naist.jp/~sice-ctrl2012/
http://genesis.naist.jp/~sice-ctrl2012/
http://genesis.naist.jp/~sice-ctrl2012/
http://genesis.naist.jp/~sice-ctrl2012/
http://genesis.naist.jp/~sice-ctrl2012/
http://crds.jst.go.jp/sympo/sys2012/index.html
http://crds.jst.go.jp/sympo/sys2012/index.html
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1月6-7日  
Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control 
In Honor of Shinji Hara on the Occasion of His 60th Birthday
藤田先生，畑中先生が東大の原先生の還暦記念シンポジウムで発表さ
れました． また，一部学生も参加しました．

12月19日  
藤田先生がIEEE CSSのBoard of Governorsの任期を終えられ，感謝状
が贈呈されました．

12月12日-15日  
50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control
Conference
藤田先生，畑中先生，伊吹君が50th IEEE Conference on Decision and
Control and European Control Conferenceに参加され，畑中先生と伊吹君
は発表されます．さらに畑中先生はSession Chairを務めます．

12月3日-17日  
アメリカ出張
藤田先生はUniversity of Florida，畑中先生はNortheastern University，
伊吹君はUniversity of California, Los Angelesを訪問し，講演されまし
た．
また，伊吹君はUCLAの岩崎先生の研究室に一週間滞在しました．

11月25日 伊吹君が８大学博士交流フォーラムに参加し，発表しました．

http://www.cyb.ipc.i.u-tokyo.ac.jp/hara60symp/index.html
http://www.cyb.ipc.i.u-tokyo.ac.jp/hara60symp/index.html
http://control.disp.uniroma2.it/cdcecc2011/
http://control.disp.uniroma2.it/cdcecc2011/
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11月19-20日  
第54回 自動制御連合講演会
藤田先生，畑中先生，野村君が自動制御連合会に参加され，野村君は
発表もしました．

11月16日 畑中先生がSICE 制御技術フォーラムに参加され，発表されました．

11月15日 藤田先生がIEEE CSS/ UCSB CCDC Workshop on Vistas in Controlに参加され，発表されまし
た．

11月13-14日 藤田先生がIEEE CSS November Executive Committee Meetingに参加されました．

11月1日 伊吹君が平成24年度日本学術振興会特別研究員(DC2)に採用されました．

10月31日  
SICE 制御部門 制御理論部会 制御理論部会最先端ワークショップ
「システム科学とグリーンイノベーション」
藤田先生，畑中先生，飯野さんと複数の学生がSICE 制御理論部会最
先端ワークショップ「システム科学とグリーンイノベーション」に参
加され，飯野さんは発表もされました．

9月26日-9月28日  
SICE 第40回 制御理論シンポジウム
藤田先生，畑中先生と飯野さんがSICE 第40回 制御理論シンポジウム
に参加され，飯野さんは発表もされました．

9月15日-9月16日  
LSR 50 years Anniversary Colloquium
藤田先生がミュンヘン工科大学のLSR 50 years Anniversary

http://rengo54.me.tut.ac.jp/index.php?Index
http://rengo54.me.tut.ac.jp/index.php?Index
http://rengo54.me.tut.ac.jp/index.php?Index
http://rengo54.me.tut.ac.jp/index.php?Index
http://rengo54.me.tut.ac.jp/index.php?Index
http://motion.me.ucsb.edu/VistasInControl-15nov2011/
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop03
http://www.ic.mech.kumamoto-u.ac.jp/sct11/
http://www.ic.mech.kumamoto-u.ac.jp/sct11/
http://www.ic.mech.kumamoto-u.ac.jp/sct11/
http://www.ic.mech.kumamoto-u.ac.jp/sct11/
http://www.ic.mech.kumamoto-u.ac.jp/sct11/
http://www.ic.mech.kumamoto-u.ac.jp/sct11/
http://www.lsr.ei.tum.de/50-years/
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Colloquiumに参加されました．

9月13日-9月18日  
SICE Annual Conference 2011
SICE Annual Conference 2011に藤田研究室総出で一部の行事に参加し
ました．

8月28日-9月2日  
18th World Congress of the International Federation of Automatic Control
藤田先生と畑中先生が18th World Congress of the International Federation
of Automatic Control (IFAC)に参加され，発表されました．

8月12日 SICE JCMSIに論文が採択されました．

8月6日 藤田先生と飯野さんが科学技術の未来を展望する戦略ワークショップ「再生可能エネルギーと
分散制御システム」にて発表されました．

7月25日 野村君が修士論文研究中間発表においてベストプレゼンテーション賞を受賞しました．

7月21日-7月23日  
6th IEEE Annual Panel of Conference Organizers
藤田先生が6th IEEE Annual Panel of Conference Organizersに参加されま
した．

http://www.sice.or.jp/sice2011/
http://www.ifac2011.org/
http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/organizers/poco/index.html
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7月15日 CDC-ECC 2011にInvited Sessionが採択されました．

7月15日 CDC-ECC 2011に論文が2本採択されました．

7月 6日 TACに論文がRegular Paperとして採択されました．

6月29日-7月1日  
The 2011 American Control Conference
藤田先生，畑中先生と伊吹君がThe 2011 American Control
Conferenceに参加されました．
畑中先生と伊吹君は発表もされました．
畑中先生はBest Presentation of Session Awardを受賞されました．

6月24日  
The 2011 Santa Barbara Control Workshop
畑中先生と伊吹君がThe 2011 Santa Barbara Control Workshopに参加さ
れました．

6月17日 畑中先生が平成23年度第1回高信頼制御通信研究会に参加され，発表されました．

6月10日 畑中先生がエネルギー環境システム制御技術調査研究会運営委員会に参加され，発表されま
した．

5月17日 畑中先生が第55回システム制御情報学会 研究発表講演会に参加され，発表されました．

http://a2c2.org/conferences/acc2011/
http://motion.me.ucsb.edu/SBControlWorkshop/
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5月5-7日 藤田先生がIEEE CSS May Executive Committee Meetingに参加されました．

4月 7日 ISCIEに論文が採録されました．

■ 行事               

3月26日  3月26日  3月26日

  

南棟祭  修士課程修了式  学部卒業式

3月5日  2月17日  2月10日

  

第7回システム制御セミナー  卒業論文最終発表会  修士論文研究最終発表会

1月26日  1月13日  1月11日

  

Daniel Zelazo博士セミナー  第6回システム制御セミナー  第5回システム制御セミナー

12月22日  12月2日  11月21日
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第4回システム制御セミナー  第3回システム制御セミナー  第2回システム制御セミナー

11月9日  10月22-23日  10月8日

  

卒業論文中間発表  工大祭・オープンキャンパス  東工大130周年記念式典・講演会

9月26日  8月3日  7月25日

  

和佐君卒業式  和佐君卒業論文研究発表会  修士論文研究中間発表

7月15日  7月6日  6月20日

  

Eppu君の学士論文発表・修了式  創造設計第一競技会  第1回システム制御セミナー

6月1日  4月23日  4月1-11日
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和佐君卒業論文中間発表  大学院専攻説明会  新メンバー・新設備

■ イベント          

3月27日  3月26日  3月23日

  

大掃除  卒業祝いと2, 3月誕生日FFP  JayさんFarewell FFP

2月22日  2月13日  2月3日

  

B3研究室紹介  Finding Clown Fish  
Cetinさん誕生日おめでとう＆
伊吹君ISCIE論文採択おめでと

うFFP

1月27日  1月17日  1月10日

  

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/researches/movie_new/movie_e10.html
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パンチルトカメラ  新実験機Quadrotor  Eppu君歓迎FFP

12月20日  11月9日  10月25日

  

忘年会FFP  難波君蓑島君中間発表お疲れ＆
伊吹君DC2採用お祝いFFP  岡崎君西君誕生日FFP

10月7日  9月22日  9月21日

  

Stuttgart大学副学長来研  畑中先生・野村君・難波君の
誕生日FFP  台風15号通過

7月29日  7月25日  7月18日

  

石川さん来研  SabanさんのWelcome
＆Eppu君のFarewell FFP  Sabanさん来日

7月15日  7月9日  6月3日
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後藤さん来研  村尾さんの結婚式  高木君西君就活おつかれFFP

6月1日  5月19日  4月28日

  

呂先生送別会
と和佐君中間発表お疲れ様FFP  西山さん和佐君5月誕生日記念FFP  伊吹君須永君4月誕生日

とJayさん再来日記念FFP

4月27日  4月11日  4月9日

  

Jayさん復研  新メンバー歓迎FFP  学生の休日イベント

■ 土産・風景     

MARCH  FEBRUARY  JANUARY

  



Events 2011-2012 ¦ Fujita Laboratory

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/event2011.html[2016/09/26 17:32:26]

DECEMBER  NOVEMBER  OCTOBER

  

SEPTEMBER  AUGUST  JULY

  

JUNE  MAY  APRIL

  

© Fujita Laboratory
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SICE 第12回 制御部門大会
March, 14-16, 2012

奈良県文化会館で制御部門大会が行われ，藤田先生，畑中先生，飯野さん，和佐君，難波君が参加
されました．

藤田先生は制御部門長を務めました．

 

制御部門大会がはじまりました．
制御部門長は藤田先生です．  

今年はコーヒーブレークや大会テーマなど多
くの新しい企画が催されました．藤田先生が

その大半を提案されたとのことです．

 

藤田先生の講演です．
講演内容は「システム構築による社会的課題

の解決に向けて」
 「日本の制御界全体でエネルギー問題を

全力でタックルしなければならない」
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大会２日目の朝一に難波君の発表です．
多くの人に聞いてもらえるかな？
緊張で眼鏡を忘れちゃいました．

 いくつかの質問が出て，応答しています．
うまくいったかな？お疲れ！！

 

最終日，待ちに待った和佐君の発表です．
つかみは快調でしたが，緊張という外乱で上
腕二頭筋が制御できず，指棒が振動してまし

た．
 

珍しく終始低姿勢で発表し，質疑応答もしっ
かりしていて，他の先生方からも好評でし

た．
はじめての発表，おつかれさん．

まさか，観光しすぎたから疲れてたり…
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Symposium on Developments in Control Theory towards Glocal Control
In Honor of Shinji Hara on the Occasion of His 60th Birthday

January 6-7, 2012

藤田先生，畑中先生が東大の原先生の還暦記念シンポジウムで発表されました．
また，伊吹君，須永君，和佐君も参加しました．

 

上はご存知の本郷の有名な建物．下はメイン
会場の山上会館と講演された先生方．  

藤田先生も発表されました．
エネルギー関係の発表は藤田先生だけでし

た．

 

畑中先生はポスター発表をされました．  先日のアメリカ出張で自宅に宿泊させていた
だいたMario先生と談笑中
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講演者の集合写真を撮る前の様子  理化学研究所の木村先生

 

先日のアメリカ出張で伊吹君がお世話になっ
たUCLAの岩崎先生  後日東工大でセミナーをしてくださった

Roberto Tempo先生

 

Mario Sznaier先生の講演風景  古田勝久先生によるSpecial Speech
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原辰次先生によるSpeech
2日間，有意義なシンポジウムでした．  
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The 50th IEEE Conference on Decision and Control and European
Control Conference

December 12- 15, 2011

藤田先生, 畑中先生と伊吹君がThe 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control
Conferenceに参加されました．

畑中先生と伊吹君は発表もされました．さらに畑中先生はSession Chair も務めました．

 

会場はHilton Orlando Bonnet Creakです．  
今回はなんと畑中先生がInvited

SessionをOrganizeしました．予想を大きく上
回る聴講者の数に感動です．

 

畑中先生の司会でSessionが始まります．と
ても緊張していたようで，ふふふ，かなり噛

んでましたよ．
 最初の発表者は畑中先生です．身振り手振り

をうまく用いた発表はさすがです．
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質疑応答では難しい質問に対してもその場で
臨機応変に対応しており，無難にこなしてい

ました．
 藤田先生も聞きに来てくれました．超多忙ス

ケジュールのため，大分お疲れのようです．

 

同Sessionの4番目の発表は伊吹君です．発表
自体はもうほとんど緊張しないとか？問題は

後半のディスカッションですよね．
 

今回は畑中先生に負けじと手振りによる発表
に挑戦しました．次回はレーザーポインタに

挑戦してみようかな？

 

立ち見の人が出るほどたくさんの人が最後ま
で参加してくれました．Session終了時に

はDixon先生に「素晴らしいSessionだった」
と言っていただきました！

 Session直後のランチの様子．解放感に浸っ
ています（撮影者:伊藤）
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Award Ceremonyでは藤田先生がBest Student
Paper Awardの授与を担当しました．  FinalistであるNa Liさんに授与．

 

いよいよWinnerの発表です！なんと今回は初
の．．．動画です  藤田先生とSpong先生のランチの様子．写真

写りの秘訣を教えてください．

 

元藤田研（現三平研）の伊藤君も発表しまし
た．  続いて三平研の田原君の発表です．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/2011CDC/Award_Tanaka.wmv
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さらに先日セミナー講演をしに来てくれ
たYusef君の発表です．とてもたくさんの聴

講者が来ていてさすがでした．
 Bode Lectureで講演されたBaillieul先生です．

 

遂にDoyle先生の講演が聴けました！かなり
ぶっちゃけた話をされるようです(笑)  やるべきことは全部終了したぜ！
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A business trip in the United States of America

December 3-17, 2011

畑中先生，伊吹君のアメリカ出張報告です．

       畑中先生の報告          伊吹君の報告

畑中先生の報告

畑中先生はNortheastern Universityを訪問し，講演されました．

 

Mario研のQuadrotorを眺める畑中先生．  3次元的に制御ができるなんて
羨ましい限りです．

 

XBox 360のKinectセンサで3次元空間を再構
成する実験をしています．  研究室のメンバーと共に記念写真．
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Mario先生の自宅に宿泊させていただきまし
た．  わんちゃん．活発に動いています．

 

食事も豪華です．
Mario先生，ありがとうございました．  

伊吹君の報告

12/3に渡米し，UCLA Mechanical and Aerospace Engineeringの岩崎先生のLab.に1週間ほど滞在しました．

12月3日

 

ロサンゼルスに着きました． 無事ホテルに着きました．
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一人旅だと記念撮影もできません
（盗難の苦い過去があるため怖くてとても人

には頼めません）
 交通手段があまり良くないため裏技でTaxiを

用いました
（ちゃんと運ちゃんと話しましたよ？）

 

部屋の様子．
宿泊費が相場の1/3だけあって非常にボロ...

古いです．網戸なんて穴だらけ☆
 

12月4日

 

下見がてらUCLA訪問．
とても広くてとてもきれいです．うらやまし

い...
 

今回滞在させていただくEngineering IVとい
う建物です．EnginneringはなぜかI,IV,Vしか

ありませんでした．

12月5日

 

続いてPost DoctorのXinminさん．



A business trip in the United States of America

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/2011CDC/America.html[2016/09/26 17:32:37]

岩崎先生のLab訪問の記念撮影．
右の人はUndergraduateのChin君です．  なお，女性のPh.D CandidataのSabaさんは

とても恥ずかしがり屋（だと思いたい）だそ
うで，断られました...

 

なんと！滞在中にデスクを貸してもらえるこ
とになりました．

何か本当に申し訳ないです．
明日はいよいよ研究紹介です！！

 

12月6日

 

Labでのディスカッションの様子．やはり現
地の人の英語を聞きとるのは一味違います

ね．何度聞き直していることか．．．
 

藤田研の研究紹介をさせていただきました．
聴講者は岩崎先生とLabの4人のメンバーで
す． 下手な発表にも関わらず，熱心に聞い

てくれてディスカッション（質疑応答レベル
ですが）がたくさんできました．
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なんと 分のスライドで 時間も費やすこと
に！ お時間を取っていただいて本当に感謝

です（翌日岩崎先生からスライドが欲しいと
言っていただきました．めっちゃ光栄です

☆）

 

12月7日

 

今日からはこちらが研究紹介をしてもらいま
す．Post Doc.のXinminさんに研究紹介をして

もらっている最中に岩崎先生が来室！
 

研究内容が似通っていることもあり，自分も
交えた3人でなんと3時間以上に及ぶディス
カッションができました． 藤田研のアプ

ローチもたくさん聞いていただき，こちらか
らも結構な情報提供ができたと思います．

 

グラフ理論を聞かれた痕跡．質問に頑張って
対応していたら，岩崎先生から 「昨日の発

表もそうだけど，質問に全部答えられてとて
も良く勉強しているね」とお褒めの言葉をい

ただいちゃいました☆え～と．．．

 

12月8日
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今日はPh.D CandidateのMichealとSabaから研
究紹介をしてもらいました．

質問やコメントもたくさんしましたし，とて
も有意義な一日だったと思います．

写真を撮る暇はなかったのでUCLA Storeを
載せます．

 
UCLAは観光スポットでもあるようで，様々

な種類の土産品があります．
写真は洋服コーナーの様子．

 

様々なアクティビティグッズも置いてありま
す．

買い物に来るだけ十分楽しめそうです！
 

12月9日

 

まずはXinminさんの研究紹介の続きです．
岩崎先生のセミナー講演でもありましたマン

タの泳法の研究を行っています．
 

続いてBachelor StudentのChinの研究紹介．
彼は実験システムの構築を担当していまし

た．
まだ簡易的なものですが，10月に着手したば

かりだというから驚きです．
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Labには将来的な検証実験のために大きな水
槽も用意してあります．

実際に動かすときが楽しみです．
 

学生の試験が終了したことも重なり，午後
はLabのメンバー全員でSpecial Lunchを催し

ました．
Spong先生，Vidyasagar先生に続き，岩崎先

生の車にまで乗せてもらってしまいました．

 

GrobeのショッピングモールにあるCheese
Cake Factoryに行きました．

今回の訪問で唯一の観光です．
 

Lunchの様子．会話もはずみ，とても楽しい
時間を過ごせました． しかも全員分を岩崎

先生が払ってくれ，本当に申し訳ないで
す．．．

 

最後に全員で集合写真．最初は断られ
たSabaともとても仲良くなり， Super nice

guyと呼ばれるほどになりましたよ？どや！
 

短い期間でしたが，毎日研究ディスカッションができ，非常に充実した生活を過ごせたと思います．



第54回 自動制御連合会
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第54回 自動制御連合会
Nobemver, 19-20, 2011

豊橋技術科学大学で自動制御連合会が行われ，藤田先生，畑中先生，野村君が参加されました．

 

特別講演です．
とても興味深い内容でした．  自動制御連合会の懇親会が始まりました．

 

なにやらディスカッションしている畑中先
生．

Stuttgart大学のSawodny先生（真ン中）と
ミュンヘン工科大学のSandra先生（奥）で

す．

 お酒とお料理を堪能しながら，
交流を深める野村君です．
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和太鼓の演奏もありました．
心に響き渡る演奏でした．  せっかくなので

懇親会で交流を深めた方たちと記念撮影

 

杉江先生（京大）の,
「制御系設計の新傾向」の講演です．  

こちらは足立先生（慶大）の
「モデリングとシステム同定の話題」の講

演．

 

東工大の石井先生です．
「マルチエージェント・ネットワークと制

御」
 平田先生（宇都宮大）の「メカトロニクス・

ロボット制御の新傾向」



第54回 自動制御連合会
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滑川先生（慶大）の
「スマートグリッド・エネルギー分野の動

向」の講演です．
 原先生（東大）の講演です．「Future in

Control」

 

太田先生（東大）の「移動知とその展開」  

 

発表の順番を待つ野村君．
緊張した面持ちです．  野村君の発表が始まりました．



第54回 自動制御連合会
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ポインティングもばっちり決めています．  発表も無事に終わり，お食事タイムです．
おいしそうなカレーうどんです．



SICE 制御理論部会最先端ワークショップ「システム科学とグリーンイノベーション」
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SICE 制御理論部会最先端ワークショップ
「システム科学とグリーンイノベーション」

October, 31, 2011

藤田先生，畑中先生，飯野さんと藤田研の学生(野村君，岡崎君，須永君，杉山君)が
SICE 制御理論部会最先端ワークショップ「システム科学とグリーンイノベーション」に参加されまし

た．
飯野さんは発表もされました．

 

ワークショップ前の様子  徳島大学の池田建司先生が司会をされまし
た．

 

首都大学東京の児島晃先生が
開会挨拶をされました．  慶応義塾大学の滑川徹先生からも

コメントをいただきました．
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理化学研究所の木村英紀先生が
グリーンイノベーションを軸に講演されまし

た．
 続いて早稲田大学の内田健康先生が

電力ネットワークに関して講演されました．

 

藤田先生も興味深く質疑をされています．  最後に飯野さんが講演されました．



SICE 第40回 制御理論シンポジウム
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SICE 第40回 制御理論シンポジウム
September, 26-28, 2011

藤田先生，畑中先生と飯野さんがSICE 第40回 制御理論シンポジウムに参加され，飯野さんは発表
もされました．

 

木村英紀先生の講演です．  飯野さんのエネルギー戦略に関する講演で
す．

 

畑中先生受付中．  



LSR 50 years Anniversary Colloquium
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LSR 50 years Anniversary Colloquium

September 15-16, 2011

藤田先生がドイツ，ミュンヘン工科大学のLSR 50 years Anniversary Colloquiumに参加されました．

 

このイベントに集まった皆さんです．
中央には藤田先生がいますが，その隣には倉林先生も．

 

右側から藤田先生，原辰次先生(東大)，Gunther Schmidt先生，その左隣がGunther Schmidt先生の奥
様．

奥様の後ろが小菅一弘先生(東北大)，一番左が大久保博志先生(大阪府立大)です．
大久保先生は小型衛星「まいど一号」を打ち上げた「小型宇宙機システム研究センター」のセン

ター長もされています．



SICE Annual Conference 2011
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SICE Annual Conference 2011

September, 13-18, 2011

SICE Annual Conference 2011の一部の行事に参加しました．

 

まず3.11と制御学会についてSICE会長歴任者
が語るパネルディスカッションに参加しまし

た．
貴重なご意見に感心していました．

 

次にビジョンプロデュースプログラ
ム(VPP)の

中間発表会に参加しました．
写真の講演者は東京大学の原辰次先生です．

「水」に関する興味深い内容でした．

 

最後にSICE創立50周年記念イベントとして
山﨑弘郎先生と示村悦二郎先生の

記念講演に参加しました．
 

藤田先生の恩師である示村悦二郎先生です．
貴重な機会なので一同興味深く拝聴しまし

た．
非常に満足した講演会でした．



18th World Congress of the International Federation of Automatic Control
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18th World Congress of the International Federation of Automatic
Control

August 28- September 2, 2011

藤田先生と畑中先生が18th World Congress of the International Federation of Automatic Control (IFAC)に参加
され，発表されました．

 

開催国イタリアの町を代表する教会
堂Duomo．Duomo di Milano!!  

Banquetの一幕．
会場のMilano congress center (MiCo)は
とてもお洒落な建築物に感じます．

 

畑中先生の発表です．
何かいつもと違う重厚な感じがします．  藤田先生の発表です．

Panel Sessionの一幕．内容も会場もすごい．



6th IEEE Annual Panel of Conference Organizers
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6th IEEE Annual Panel of Conference Organizers

July, 21-23, 2011

藤田先生が6th IEEE Annual Panel of Conference Organizersに参加されました．
以下の写真は呂先生の計らいで北京市内をいろいろ散策された様子です．

 

呂先生が空港まで迎えに来ていただきまし
た．  天安門広場前での撮影．

藤田先生は多忙で少々お疲れのようです．

 

呂先生主催の夕食会．
本場の北京ダックをいただいたそうです．  夕食会が開かれた全聚徳というお店は

北京ダックの老舗として有名だそうです．

 



6th IEEE Annual Panel of Conference Organizers
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清華大学の鄧先生から説明を受けています．
鄧先生の愛車紹介では無いようです．  この車は無人走行自動車．

たくさん積まれている計器の説明でした．



The 2011 American Control Conference
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The 2011 American Control Conference

June 29- July 1, 2011

藤田先生, 畑中先生と伊吹君がThe 2011 American Control Conferenceに参加されました．
畑中先生と伊吹君は発表もされました．

 

会場のHilton San Francisco Union Square．  発表直前の伊吹君．とても緊張しています．

 

続いて畑中先生の発表です．  全身を使った立ち居振る舞いはさすがです．

 



The 2011 American Control Conference
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会議前日にはWorkshopが開催されます．  熱心に講演を聞く多くの参加者．

 

前日の夜にはWelcome Receptionがありま
す．  初日のPlenary Lectureは

J. D. Nelson先生が行いました．

 

Plenaryの後には
軽食とコーヒーが振る舞われます．  2日目はF. Doyle先生が

Plenary Lectureを行いました．

 

ACCでは2日目の昼にConference Luncheonが
あります．ぜひこの機会を利用して新しい友

達を作りましょう．
 Luncheonで偶然Marc君と同席になりまし

た．
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Princeton大学のCaicedoさんとディスカッ
ションをする畑中先生．  最終日のPlenary LectureはD. D. Vecchio先生

とR. Piasecki先生が行いました．

 

最終日の夜には
Closing Receptionが開かれます．  夕食にてHanebeck先生と．

 

Ph.D studentのBenjamin君と．  サンフランシスコの素晴らしい景色．
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The 2011 Santa Barbara Control Workshop

June, 24, 2011

畑中先生と伊吹君がThe 2011 Santa Barbara Control Workshopに参加されました．

 

会場のカリフォルニア大学サンタバーバラ
校(UCSB)です．  Bullo先生による開式のあいさつ．
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最初の講演は藤田研の学生も輪読でお馴染み
のFrancis先生によって行われました．  総勢14名の先生が講演を行いました．

 

F. Doyle先生の講習です．  講演の合間には学生によるポスターセッショ
ンも行われました．

 

畑中先生と伊吹君ももちろん参加．  ゲーム理論の発表にて．
カリフォルニア工科大学のNa Liさんです．
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こちらはパワーネットワークの発表．
相手の方はUCSBのFlorian Dorfler君です．  色々な発表をまわりました．

 

こちらはJohn Baillieul先生です．  UCSBで有名なラグーンです．

 

ワークショップには東大の堀君も参加しまし
た．  サンタバーバラ校からの素晴らしい景色．



2011年度　南棟祭
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2011年度 南棟祭
March, 26, 2012

教授方への謝恩会である南棟祭が２年ぶりに行われました．

 

4月から我々の仲間になる加藤君も来てくれ
ました！！ちゃっかしピース。「ブイブイ」  今年は試作しながらスイーツづくり．

まずはクレープと違うものを．

 

Sabanさんも期待しています！！  「バナナは俺の管轄だろっ」オーラ
を放ってみる和佐君．

 

視線の先はバナナなのか？
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西君はスーツで調理中．汚れとか知らない
し…

 禁断のお好み焼き粉を使ってしまうのか？
須永君＞「どうですか，伊吹先輩？」

 

その結果はこの写真でしょうか．  
「利他」Tの一体感は，チャリティなのかバ
ナナを意識しているのかと勘ぐってしまいま

す．

 

片付けが始まったころに後藤さんが来てくだ
さいました．就活の心得を伝えてもらった様

子です．
 



2011年度　機械制御システム専攻修了式
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2011年度 機械制御システム専攻修了式
March, 26, 2012

2011年度 機械制御システム専攻修了式が挙行され，高木君，西君が参加しました．

 

仲間と一緒に記念写真だぜ！！
畑中先生，待ちくたびれています…  高木君，修了証書をいただきました．

 

海外旅行もたくさんしたし，満足してる
ゼ！！  続いて，西君．

順番的に流れ作業感が出てくる時間ですが…

 

留学もしたし，満足してるゼ！！
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しっかりと修了証書を受け取りました．  ４月から就職するけど，たまには研究室に顔
出してくださいな



2011年度　制御システム工学科卒業式
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2011年度 制御システム工学科卒業式
March, 26, 2012

2011年度 制御システム工学科卒業式が挙行され，難波君，蓑島君，和佐君が参加しました．

 

学校全体の卒業式にも参加しましたよ．
数少ない色物を物色しに行ったのでしょう

か…
 読み上げる前に名前を確認中．

なまえは珍しいもんねぇ

 

ウケを狙いに話したものの…
「Play」について熱く語られても…  イェイ！！もらったゼッ

「やたらピースしている印象があるなぁ」

 



2011年度　制御システム工学科卒業式
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蓑島君は安定した笑いを提供してくれまし
た．  イェイ！！もらったゼッ

「４月からは違う研究室だけどOKっしょ」

 

衝撃的な「ボード線図体操」が披露されまし
た．

北川・塚越研の皆さんです．
 

微分器でアキレス腱を伸ばしています．
すべての笑いを持っていかれてしまいまし

た！

 

表彰で和佐君が畠山賞をいただきました．
わざとスーツではなくカジュアルにキメまし

た．
 

完全に異質な雰囲気を放っていましたが，そ
の前に完全に笑いを持っていかれてしまった

ので，ネタが吹っ飛んでしまっています．

 

オーラはヤバいですが，いろいろと曲がりす
ぎ．

まず猫背を直した方がいいかもネッ．
 やったねｗみんなおめでとう！！



2011年度　第7回システム制御セミナー
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2011年度 第7回システム制御セミナー
March 5, 2012

Jayさんのセミナーが行われました．

 

藤田研所属としての最後のセミナーです．
Jayさん，少し感慨深そうです．  藤田先生による紹介です．

 

藤田研学生はそれぞれの都合で不在です．
ちょっと寂しい感じですが…(写真：和佐君)  

参加者全員から質問が出るなど，
内容の濃いセミナーになりました．

Jayさん，2年間お疲れ様でした．



2011年度　卒業論文研究発表会
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2011年度 卒業論文研究発表会
February 17, 2012

難波君と蓑島君の卒業論文研究発表会が行われました．

 

とうとうこの日が来ました．卒論発表！！
まずは蓑島君から出陣です．  冒頭は緊張しているように見えましたが

オーバージェスチャーで戸倉先生を魅了！

 

難波君＞「僕もしようかな…」
待ち時間はいろいろと嫌なもんですねぇ…  

加工が専門の青野先生にもわかりやすく
オブザーバを説明．完璧だね！！

来年度から違う研究室だけど頑張れー

 



2011年度　卒業論文研究発表会
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さて，続いて難波君の発表だ．
テーマ難しいけど，乗り越えたみたい  質問タイム．どんな内容なのか

畑中先生も気になります

 

半笑いで回答しているように見える難波君．
Quadrotorを手を使って説明しているんだ

これで無事卒業できるね
 蓑島君はなにか物思いに浸っているのかな？

もう関心がないだけなのかな．

 

ひと段落したので昼食会をしてみました．
お好み焼き，食べています  「俺が蓑島だ」バリに無駄にカメラ目線

難波君，蓑島君，おつかれー



2011年度修士論文研究最終発表
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高木君西君修士論文研究最終発表
February, 10, 2012

高木君と西君の修士論文研究最終発表が行われました．

 

修士論文の発表会です．  
二人の出番は最後でした．

本番前のアップはばっちり終え，いざ出陣で
す．

 

まず，先手は高木君です．  

全体を通して落ち着いていました．
ところどころ伊藤君の発表を引用していまし

た．
引用しすぎなのではという意見もありました

が笑

 



2011年度修士論文研究最終発表
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質問に対しても落ち着いて回答しており，よ
い発表でした．  さて，つぎは西君の発表です．

 

1鈴目のあとに，やや沈黙がありましたが
堂々とした発表でした．  質問タイムの様子です．

 

終了後も活発にディスカッションが行われて
いました．

興味を持ってもらうことができたようです．
 



Daniel Zelazo博士セミナー＆研究室訪問
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Daniel Zelazo博士セミナー＆研究室訪問
January 26, 2012

1月26日にDaniel Zelazo博士セミナーがあり，その次の日，藤田研を訪問されました．

 

1月26日にセミナーを行い・・・  次の日，藤田研にきてくださいました．

 

伊吹君と・・・  畑中先生が研究室紹介

 

Daniel博士のスライド中にあった
クアッドコプターについて質問．  当研究室の研究に活かせれば良いです．



Daniel Zelazo博士セミナー＆研究室訪問
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その後，学生室でも談笑．
日本がお好きなようです．  Daniel博士，ご来研ありがとうございまし

た．



2011年度　第6回システム制御セミナー
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2011年度 第6回システム制御セミナー
January 13, 2012

Matthew Bellman君のセミナーが行われました．

 

今日はちょっと離れたところでセミナーで
す．

あれ，Matt君松葉杖ですか！！
 畑中先生の進行で始まりました．

 

学生からも活発に質問が出て，
有意義なセミナーになりました．  実験紹介の前に談笑会になりました．

 



2011年度　第6回システム制御セミナー
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Florida州を書いてみる須永君．
Sabanさんも心配そうな様子．  須永君，悩んでいます．

 

藤田先生 「須永君，そうじゃなくて．」
想像通りの展開だったようです．  以前の国際会議の資料を用いて，

藤田先生が説明されています．

 

セミナーから参加されていた藤田研OBの河
合康典先生も一緒にquadrotorを動かす様子を

見学されました．
 最後に伊吹君と畑中先生から長時間にわたる

有意義な研究紹介をしていただきました．



2011年度　第5回システム制御セミナー
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2011年度 第5回システム制御セミナー
January 11, 2011

Roberto Tempo 先生のセミナーが行われました．

 

Roberto Tempo 先生のセミナーが行われまし
た． とてもハイレベルなセミナーでした． 
もっと勉強しなければと痛感させられまし

た．
 

セミナー後は藤田研究室の研究内容を紹介し
ました． とてもインタラクティブな紹介で

した．

 

最後に新実験機``Quadrotor" を紹介!!
岡崎君が華麗な操作を披露しました．  Roberto Tempo 先生にも大変楽しんでいただ

けのではないかと思います．



2011年度　第4回システム制御セミナー
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2011年度 第4回システム制御セミナー
December 22, 2011

E. P. Hofer先生のセミナーが行われました．

 

セミナーの準備．
蓑島君，「完璧だね」  藤田先生のご挨拶．

 

Hofer先生は私たちとの対話を楽しむように
講演していました．  

最後に動画を見せて頂き，時間が足りないほ
どの多くの質問に丁寧にお答えして頂きまし

た．

 



2011年度　第4回システム制御セミナー
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講演後も学生室で藤田先生の奥さん
とHofer先生の奥さんを交えて談笑しまし

た．
 時間の経過を忘れてしまうほど

話が尽きることはありません．

 

学生も興味津々  最後に記念写真を撮りました．
Hofer先生，ありがとうございました．



2011年度　第3回システム制御セミナー
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2011年度 第3回システム制御セミナー
December 2, 2011

Yusef Shafiさんのセミナーが行われました．

 

セミナー直前の雰囲気．
今回もたくさんの人にお越しくださいまし

た．
 

畑中先生のご挨拶・紹介です．
UC BerkeleyのYusefさんが講演してくれまし

た．

 

質疑や議論が活発に行われました．
Yusefさん，どうもありがとうございまし

た．
 講演後，伊吹君が自分の研究紹介と研究室の

実験設備について紹介していました．



2011年度　第2回システム制御セミナー
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2011年度 第2回システム制御セミナー
November 21, 2011

Oliver Sawodny先生のセミナーが行われました．

 

藤田先生のご挨拶．  今回，講演してくださる
Stuttgart大学のSawodny先生です．

 

早速，振動制御に関するセミナー開始です．  そして早速質問．

 

丁寧に教えてくれます．  更に質問！



2011年度　第2回システム制御セミナー
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活発な議論が続きます．  

最後に皆で雑談．
双方向のやり取りがある有意義な講演でし

た．
Sawodny先生，どうもありがとうございまし

た．

 

講演後，夕食会が開かれました．
左から藤田先生ご家族(左端は長男さ

ん)，Sawodny先生，Jayさん，畑中先生，滑
川先生．

 



2011年度卒業論文中間発表
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難波君蓑島君卒業論文中間発表
Nobemver, 9, 2011

難波君と蓑島君の卒業論文中間発表が行われました．

 

あっという間に発表が始まりました．
先手は難波君．頑張れ難波君！  日頃の練習に成果は出せたかな？

落ち着いた様子で発表は終わりました．

 

さて，質疑応答．
どういう質問が来るのでしょうか？  想定していた質問が来たようです．

上出来でしたよ．

 

さて，後手の蓑島君． 傍聴者の方に視線を熱く注いでいます．



2011年度卒業論文中間発表
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淡々とこなしてくれる予感がします．  発表も無事に終わりました．

 

続いて，質疑応答の時間です．  質問の意図を汲み取ろうとしています．

 

さあ無事に終わりました．やったね！！
リフレッシュして研究再開です．  



工大祭2011・オープンキャンパス
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工大祭2011・オープンキャンパス
October, 22-23, 2011

工大祭内で制御システム工学科のオープンキャンパスが催されました．

       初日(10月22日)          学科仕事・実験ショー          2日日(10月23日)

初日(10月22日)

 

今年のトップバッターは高木君．
女性が多い！！やる気MAX  おなじみの二輪を立たせるところ．

お客さんも右端のnuvoも喜んでいます．

 

２回目は団体の女性客含む最多の12人．
このプレゼンを担当したのは…  須永君でした．

冒頭からみんなで心配しています．

 



工大祭2011・オープンキャンパス
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ハクガンの動画で伊吹君耐えきれず．
女性のお客さんは「カルガモ，かわいい」  ３回目は伊吹君の登場．

熱心に質問するお客さんがいました．

 

この日の締めは高木君．
日本語が分かる留学生相手に説明していま

す．
 照れています．

 

畑中先生と遊びに来てくれたCetinさんも
ニヤニヤしています．  

Wiiリモコンで操作して協調させるイベン
ト．

この日は和佐君も補助でずっといましたよ．

学科仕事・実験ショー
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学科の仕事をしていた難波君．
やる気に満ち溢れています．  創造設計第一で製作されたロボットを

操縦できるイベントが行われていました．

 

初日に実験ショーの仕事をしていた
畑中先生と助手の蓑島君．鳥居先生と共に．  まずは客いじりをする畑中先生．

見事なトークです．感心する蓑島君．

 

「俺の超能力で２輪を倒させない！！」
と念力を送る蓑島君．  押しても倒れない．陰でニンマリ．

当然です．計算機が頑張っていますから．

 



工大祭2011・オープンキャンパス
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まっすぐ立てられるかな？  終わった後に質問されていました．

 

実験ショーは２回行われました．
どちらも満員御礼！ありがたいことです．  果たしてこの子は何秒立たせられるのか？

2日日(10月23日)

 

朝からテンションアゲアゲ↑↑  
最初は野村君．

全方向移動ロボの動きには安定感がありま
す．



工大祭2011・オープンキャンパス
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様々な客層に興味を持っていただいていま
す．  西君が３次元的動作を表現中．

よく見るとOB後藤さんが見ています．

 

畑中先生夫妻とお子ちゃまが．
「１年でこんなに大きくなりました．」  昨日の須永君に引き続き岡崎君も．

実験機は杉山君が動かしてますよ．

 

Wiiリモコン，してます．  みなさんお疲れ様でした．



東京工業大学130周年記念式典・講演会
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東京工業大学130周年記念式典・講演会
October, 8, 2011

和佐君が東京工業大学130周年記念式典・講演会に学科代表として参加しました．

 

式典会場(体育館)．
卒業式とは大きく違い，いろいろと立派で

す．
 

記念品は二四幅の風呂敷でした．
外国の来賓の方には喜ばれる品物でしょう

ね．



和佐君　学部学位記授与式
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和佐君 学部学位記授与式
September 26, 2011

B4(早期)の和佐君の学部学位授与式が蔵前会館で行われました．

 

ホールは卒業生，来賓，ご家族で埋め尽くさ
れていました．  しっかり卒業証書を受け取りました．

工学部副代表の和佐君．堂々としています．

 

和佐君，かなりにんまり．なぜでしょう…  ちゃんと記念写真．

 

そういえば和佐君の卒業を祝うかのように



和佐君　学部学位記授与式
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同期のタン君と舞台の上で記念撮影．
和佐君卒業おめでとうございます．  四川も今日がリニューアルオープンです．

制御の仲間たちと撮りました．



和佐君卒業論文研究発表会
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和佐君卒業論文研究発表会
August, 3, 2011

和佐君の卒業論文研究発表会が行われました．

 

発表会場に向かう面々．
どことなく歩幅も大きいです．  諸々の最終確認を行う和佐君．

 

今日は落ち着いているように見えます．  この一年間の研究成果を伝えるべく
身振り手振りで説明します．

 



和佐君卒業論文研究発表会
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先生方からの質問にも
落ち着いて対応することができました．  学生室では反省会＆討論が行われました．

和佐君，お疲れ様でした！



修士論文研究中間発表会
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修士論文研究中間発表会
July, 25, 2011

M2の高木君，西君，野村君の修士中間発表会がありました．

 

今年もこの季節がやってまいりました．  会場は大盛況．熱気に包まれます．

 

前半は西君と野村君．  先生方を前に身振り手振りで説明．

 

野村君も一生懸命です．  発表後の二人．すべてを物語っています．



修士論文研究中間発表会
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続いて高木君．まずSabanさんに説明．  そして先生方の前で．
暑い中，落ち着いて説明しています．

 

藤田研の面々も勉強させてもらいました.  
なんと野村君は

ベストプレゼンターを受賞！
皆嬉しそうです．

お三方お疲れ様でした！



YSEP 学士論文発表 ＆ 修了式
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YSEP 学士論文発表 ＆ 修了式
July, 15, 2011

Eppu君の学士論文発表会・修了式が行われました．

 

発表を待つEppu君．
背中から緊張がうかがえます．  ついにEppu君の出番が回ってきました．

 

さあ始まりました．順調なスタートです．  
スクリーンが大きいので

レーザーポインタを使って説明．
うまく使いこなしています．

 



YSEP 学士論文発表 ＆ 修了式
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藤田研の学生総出で見守っています．  ナイスプレゼンテーション！！！

 

質問にも堂々と答えています．  無事卒論発表を終え，安堵の表情です．

 

修了証書も受け取りました．  チューターの野村君とツーショット．
Eppu君，お疲れ様でした！



2011年度　創造設計第一競技会
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2011年度 創造設計第一競技会

～東工大スカイツリー～
July 6, 2011

制御システム工学科伝統の授業「創造設計第一」の競技会のお手伝いに行ってきました．

 

今年のテーマは東京天空塔！（スカイツ
リー）  東工大に歩いてきて転んでしまったスカイツリーを

学生たちが設計したロボットを操作して修復します． 

 

そんな彼らをサポートする我々，藤田研のお仕事
は・・・  パソコンとテレビとつなぎ・・・

 



2011年度　創造設計第一競技会
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修復の様子を見守り・・・  トーナメント表を更新！

 

今年はなるべく省資源で行うためにTVモニターを主と
して

会場の数カ所の小さなトーナメント表を更新しまし
た．

 会場はたくさんの人で大盛況！

 

機器の不良も皆で解決．  そしてついには
塔を634mmまで積み上げる人も！



2011年度　創造設計第一競技会
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競技結果や会場からのアンケートにより
国際ロボットコンテストへの参加権を勝ちとった

方々．
 

今年のIDCはロボコン発祥の地「MIT」！
どんな戦いが待ち受けているのだろう

か・・・



2011年度　第1回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110620/110620.html[2016/09/26 17:33:13]

2011年度 第1回システム制御セミナー
June 20, 2011

東 剛人先生のセミナーが行われました．

 

今回も準備万端です．
換気も入念に行って涼しい空間に…  

宇都宮大学の東先生が講演をして頂きまし
た．

元上司の藤田先生による紹介です．

 

バイオネットワークについて
分かりやすく説明してくださいました．  

本日もたくさんの人にお越しいただき，
関心の高い有意義な講演となりました．

東先生，どうもありがとうございました．



和佐君卒業論文中間発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110601/110601.html[2016/09/26 17:33:13]

和佐君卒業論文中間発表
June, 1, 2011

和佐君の卒業論文中間発表が行われました．

 

発表前の和佐君．とても落ち着きがないよう
で．

異様な空気に包まれる研究室．．．
 

いよいよ発表が始まりました．暗くて本人
は…？

今が練習の成果を出すとき．がんばれー．

 

教授陣の質問に苦悶の表情．
なんとか乗り切りました．  

発表後，安堵の表情の和佐君．
お疲れさまでした！

あれ，服が変わってる！



大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110423/110423.html[2016/09/26 17:33:15]

2011年度大学院専攻説明会
April, 23, 2011

大学院入学希望者を対象にした大学院専攻説明会が行われ，研究室紹介をしました．
今年度は震災の影響で，当初予定されていた第2回の見学会は中止となっております．

 

畑中先生の補助でM1の皆さんがお手伝い．
まずは1巡目．気合が入っています．  

今年は多くのマシンが投入されています．
まず，倒立2輪ロボットに触れてみましょ

う．

 

見学者の皆さんも杉山君も興味津々．
杉山君＞「去年もやってたっけ？」  須永君はとても生き生きしています．

でも，まだ半分も終わってないですよ．

 



大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110423/110423.html[2016/09/26 17:33:15]

見学者の熱心に聞いています．
この中に来年配属される人がいるかも？  事前のメンテナンスによって

快調に動作しています．

 

たまにはこんなことも．
須永君が少し落胆しているような…  その後はこんな感じ．

うまく分散されないようです．

 

倒立させるのに頑張っている見学者．
岡崎君が心配そうに見つめています．  全方向移動ロボットは完全に岡崎君の担当．

一日中お疲れ様でした．



新メンバー・新設備

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110401/110401.html[2016/09/26 17:33:16]

2011年度前期新メンバー・新設備
April, 1-11, 2011

4月から藤田研に配属されたM1の杉山君，B4の難波君と蓑島君，学生室の新しい設備の紹介です．

 

1日．M1の杉山君が正式に配属．
すでに机上も自分仕様になってます．  4日．新しいプリンタが届きました．

さっそく溜まっていた印刷物を試し刷り．

 

5日．年度末のM2の贈与品がついに到着．
以前よりデザインがカッコイイ  新たに味調整ができるようになりました．

テイスト調整に1週間はかかるかな？

 



新メンバー・新設備

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110401/110401.html[2016/09/26 17:33:16]

11日．新B4の2人が配属．
左から蓑島君と難波君．  事前予想と同じメンバーでニヤつく和佐君．

積極的に身辺調査を行う先輩方．

 

今年もデスク決めじゃんけん．
周辺住民が興味深く見守っています．  じゃんけんぽん…

決まったので，席に移動しましょう．

 

よさそうな席にはまさかの…
地面に欠陥が．B4の席取りの宿命です．  

先輩の教えの下，研究室生活が始まりまし
た．

この後歓迎FFPを行い，親睦を深めました．



2011年度　大掃除

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120327/120327.html[2016/09/26 17:33:17]

2011年度 大掃除
March, 27, 2012

代替えの時期です！！大掃除の時期です！！

 

早速使ってみましょう！！  加藤君も参加してくれました！！

 

工事現場発見しました！！  掃除してるんです！！（ちゃんとしました）

 

きれいに片付きました．  「とうとう我々も去る時期になりましたね」
感慨深く思う二人…



2011年度　大掃除

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120327/120327.html[2016/09/26 17:33:17]



第318回　卒業祝いと２，３月誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120326FFP/120326.html[2016/09/26 17:33:19]

第318回 卒業祝いと２，３月誕生日FFP

March, 26, 2012

卒業祝いと忘れ去られていた２月の蓑島君，３月の杉山君，高木君の誕生日FFPが盛大に行われま
した．

 

無事卒業できた皆さん．
藤田先生のありがたいお話を聞いています．  やっぱり目の前にあるお寿司を

早く食べたかったみたいです．

 

なんと今年はスイーツも！！
高木君は和モノで大福と桜餅など

杉山君はケーキ！！
 

高木君は食い逃げで社会人の仲間入りの可能
性もありましたが，逃げ切れなかったようで

す．
苦笑い．

 



第318回　卒業祝いと２，３月誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120326FFP/120326.html[2016/09/26 17:33:19]

杉山君はケーキを振る舞いました，全員小忙
しい時間帯ですし，食事の量が多いので

ちょっぴりチョイスに後悔気味．苦笑い．
 

ほぼ２か月前に誕生日を迎えた蓑島君．
美味しいロールケーキですが，これ以上食べ
られないムード．もう，しょうがないね！！

 

なにせ時間が有りません．
食べる！食べる！！食べる！！！  そして，卒業生からのプレゼント

今年はデジタルフォトフレーム！！！

 

畑中先生には…
デジタルフォトフレーム！！ですが品待ちで

す
 さらに，新作藤田研Tシャツをプレゼン

ト！！



第318回　卒業祝いと２，３月誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120326FFP/120326.html[2016/09/26 17:33:19]

 

胸元には藤田先生の写真が！！
半年前卒業した和佐君も一緒に  後ろには「利他」の文字が

テンションアゲアゲ↑↑です

 

畑中先生もね！！  
学生室には食器かごを贈呈

一番使いそうな人に…
皆さん卒業おめでとう！！



第317回　JayさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120323/120323.html[2016/09/26 17:33:21]

第317回 JayさんFarewell FFP

March, 23, 2012

2年間藤田研に所属していたJayさんのFarewell FFPを学校で開催しました．

 

今日は具材の仕入れから始めるぜ！！  みんなで仕込中．美味しくできるかな？

 

須永君，いつも通り覗き込みすぎですよ．  今回はお好み焼きでした．
ワイワイガヤガヤ盛り上がっていますｗ

 

Sabanさんもシーフードお好み焼き食べてま 手巻き寿司も振る舞いました．



第317回　JayさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120323/120323.html[2016/09/26 17:33:21]

す．
次のトッピングどうしようかな？

 Jayさん記念写真撮ってます

 

西君高木君，お好み焼きに格闘中
ほんとに食べ切れるのかぁ？  やっぱ，遊んじゃいますよね．

 

２度目の修了書ではないですか！！
Jayさんおめでとう！！  作務衣もプレゼント

かなり似合っています

 

TAの伊吹君と．  畑中先生はワインをいただきました．



第317回　JayさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120323/120323.html[2016/09/26 17:33:21]

 

学生代表で高木君と．チョコをいただきまし
た

とってもおいしいチョコです．
 ついでに西君はバナナと共に．

Jayさん，２年間お疲れ様でした！！



研究室紹介

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120222labintro/120222.html[2016/09/26 17:33:31]

研究室紹介
February 22, 2012

制御システム工学科学部３年生向けに研究室紹介が行われました

 

オムニロボットの準備をする二人
ニヤニヤしてます  たくさんの学生が来てくれました

1日3回行いました！

 

それでは藤田研究室の
紹介をしまーす  クマノミも見守ります

 

研究室の研究テーマを  学生は真剣そのものです



研究室紹介

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120222labintro/120222.html[2016/09/26 17:33:31]

説明する伊吹君

 

藤田ファミリーも真剣  そしてオムニロボットによる
位置姿勢同期実験

 

はじめ，位置姿勢がバラバラな
4体のロボットが  ピタっと同期．

学生一同「おぉ～」

 

和佐君は学生生活を紹介  難波君はQuadrotorを操作して
学生たちの興味を惹いていました！



Air Swimmer

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120213/120213.html[2016/09/26 17:33:33]

Air Swimmer

February 13, 2012

新しい実験機"Air Swimmer" が来ました．

実験機の反響を動画にまとめました！

 

いつもの南5号館．
いつもの光景．

そんな南5号館がパニックに包まれる・・・
 巨大魚が現れました．

なぜ，こんなものが・・・？

 

じつはこの前日に生命の息吹を吹き込んでい
たのです．  

さあ，ヘリウムを入れ終わった状態のクマノ
ミです．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120213/kumanomi.wmv


Air Swimmer

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120213/120213.html[2016/09/26 17:33:33]

伊吹くんはいませんが笑． 早くも高木君のお気に入り．

 

和佐君は無関心．  
こうしてできた巨大魚が南5号館で暴れてい

ます．
廊下を歩く人が思わず足を止めています．

 

普段は研究室のみんなを上から見ています．
でもたまに下に降りてくることも・・・．  

見つめています．
「ニモ，人間になりたいの．」

・・・ってそれはポニョでしょっ！！

 

かなりの速度で動くクマノミ．制御するの大
変そう・・  実験室に笑顔を与える新実験機の紹介でし

た．



Cetinさん誕生日＆伊吹君ISCIE論文採択FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120203FFP/120203.html[2016/09/26 17:33:35]

Cetinさん誕生日＆伊吹君ISCIE論文採択FFP

February 3, 2012

Cetinさんの誕生日と伊吹君のISCIE論文採択を祝ってFFPが開かれました．

 

あれ，机の上に自由が丘ロールが・・・  あれ，さらに豆と恵方巻きが・・・

 

そうです！今日はCetinさんの誕生日
と・・・  伊吹君のISCIE論文採択を祝うFFPの日で

す！

 

しかも2月3日は節分．恵方巻きを  北北西を向いて皆で黙って食べました．



Cetinさん誕生日＆伊吹君ISCIE論文採択FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120203FFP/120203.html[2016/09/26 17:33:35]

 

「節分といえば，豆まきだよね．」  「鬼は～そと～，福は～うち～」

 

留学中の方にも楽しんでもらいました．  

さらにCetinさんから皆へ薔薇のプレゼン
ト．

2月3日はムハンマドの誕生日でもあり
トルコなどではお祝いをするそうです．

薔薇のおかげで研究室が華やかになりまし
た！

Cetinさん誕生日おめでとうございます！
＆

伊吹君ISCIE論文採択おめでとうございま
す！



パンチルトカメラ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120127/120127.html[2016/09/26 17:33:36]

パンチルトカメラ
January 27, 2012

新しいカメラ，パンチルトカメラが届いたので，さっそく使ってみました．

 

形も大きさも新しい感じですが，
天井につけないところが斬新です．  モノが届いたら動かす人がいるわけで．．．

杉山君の私物化になりそうです．



Eppu君歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120110eppu/120110eppu.html[2016/09/26 17:33:37]

Eppu君歓迎FFP

January 10, 2012

来日していたEppu君が研究室を訪問してくれました．

 

「皆さんお久しぶりデス」  「皆さんにお土産がありマス」

 

な，なんと伊豆のお土産．
温泉旅行に行っていたそうです．  フィンランドのお菓子も大量に！！

 

今年もよろしくお願いします．
Eppu君の隣の方はEppu君の彼女です！！！  そういえば西君，高木君，難波君，蓑島君

フィンランド行ってたよね？会った？



Eppu君歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/120110eppu/120110eppu.html[2016/09/26 17:33:37]

 

西君「ヘルシンキやエストニアのタリンを
案内してもらいました．

サウナも一緒に入りました．」
 一同「ほぉ～」

 

Eppu君とで久しぶりにお話ができて
とても楽しい時間でした！  

Eppu君，また来てね！
＆

フィンランド案内してね！



第314回　忘年会FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111220FFP/111220FFP.html[2016/09/26 17:33:38]

第314回 年忘れ！！忘年会FFP

December, 20, 2011

忘年会FFPが渋谷にて行われました． 

 

学生室に集合してみんなで渋谷へ向かいま
す．  

もつ鍋屋さんです．こじんまりとした席を用
意していただき，好評価！！

まずはみなさん乾杯のビールですよ．

 

席は藤田先生，畑中先生を中央に，入り口側
が伊吹君，西君，高木君，和佐君．  

逆側は，岡崎君，須永君，杉山君と難波君．
あれっ，難波君がいないのは彼が小さくて背

の高い須永君に隠された訳ではありません
よ．

早くも岡崎君は愉快な状態に．

 



第314回　忘年会FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111220FFP/111220FFP.html[2016/09/26 17:33:38]

今回のFFPも盛り上がりました．
藤田先生のお話に真剣に耳を傾ける学生．  

最後に集合写真を撮りました．
和佐君だけ影になっていますが，

幹事の和佐君＞「まぁっ，いいでしょう」
来年は平和な一年でありますように．

みなさんよいお年を．



第313回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111109FFP/111109FFP.html[2016/09/26 17:33:41]

第313回 FFP

November, 9, 2011

難波君，蓑島君中間発表お疲れ様
＆

伊吹君DC2採用おめでとう
FFP 

が目黒にて行われました．

 

約4ヶ月ぶりの学外FFPで皆ウキウキ．  店につき着席．

 

幹事・岡崎の刹那乾杯音頭で乾杯！！  岡崎君，MCよろしくー．

 



第313回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111109FFP/111109FFP.html[2016/09/26 17:33:41]

それでは蓑島君，難波君に
中間発表の感想と反省をお願いします．  ではまず，蓑島君．

 

実は・・・
ずっと西さんをみてました//  難波「（実は僕も・・・）」

 

勘弁してくれよ～．  続いて難波君．

 



第313回　FFP
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んー・・・，楽勝でした  そういえば誰かいないような・・・

 

こんばんは～  来ましたね．それでは蓑島君，難波くんの
サポーターから講評を頂きましょう．

 

まずは須永君→蓑島君
そーですねー・・  3秒後・・・

 



第313回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111109FFP/111109FFP.html[2016/09/26 17:33:41]

30秒後・・・  3分後・・・

 

うーん．  よかったと思います・・・．

 

（あ，ありがとうございます・・・）  続いて伊吹君→難波君
全体的によかったけど・・・

 



第313回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111109FFP/111109FFP.html[2016/09/26 17:33:41]

伊吹「もうちょっとやわらかいほう
が・・・」  難波「こんな感じですか！！」

 

伊吹「そーそーって違うわ！！」  難波「す，すいません！！」

 

（割込気味に）それではこのあたりでお開き
でー  お疲れ様でしたー！

ハイスペックPC用まとめGIF画像
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第312回　岡崎君西君誕生日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111025/111025.html[2016/09/26 17:33:42]

第312回 岡崎君西君誕生日記念FFP

October, 25, 2011

岡崎君(9月)西君(10月)の誕生日を記念して誕生日FFPが行われました．
また，Sabanさんからお土産をいただきました．詳しくはお土産のページを見てね！！

 

今回は会議室を借りて，盛大に！
準備の最中ですが，ボーイさんが３人いるよ

うな
 岡崎君は武蔵小山で購入してきたそうです．

ケーキも秋めいた色彩になりました．

 

西君は玄米ドーナッツなどヘルシー路線で．
どれもおいしそうです！  

西君はさらに飲む酢を指し入れてくれまし
た．

フルーツベースなので飲みやすいですよ．

 



第312回　岡崎君西君誕生日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111025/111025.html[2016/09/26 17:33:42]

今回の主役の二人
笑顔がステキ！！  どのケーキを食べようかな？

 

ケーキを確保した人たち  ケーキに夢中

 

話題は先日行われた工大祭に…
やはり須永君の発表がネタとなり  岡崎君もすかさず突っ込む．

誕生日おめでとうございます！！



ドイツのStuttgart大学の副学長来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/111007/111007.html[2016/09/26 17:33:44]

ドイツのStuttgart大学の副学長来研
October, 7, 2011

ドイツのStuttgart大学副学長が来研されました．

 

藤田研で行っている研究の紹介をしました．
岡崎君がお手伝い．  実際にWii リモコンを使い，

動かしていただきました．

 

Jayさんの行ったシミュレーション動画も紹
介しました．  最後に記念撮影．Danke Schön.



第311回　畑中先生野村君難波君8月誕生日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110922FFP/110922.html[2016/09/26 17:33:45]

第311回 畑中先生野村君難波君8月誕生日記念FFP

September 22, 2011

畑中先生，野村君，難波君の8月の誕生日を記念して誕生日FFPが行われました．

 

野村君，難波君が奥沢のケーキ屋さん
'レ・クレシオン・ドゥ・パティシエ シブイ'

で買ってきたケーキ．
 

こちらは畑中先生の奥さんが作ったチーズ
ケーキです．

とてもおいしそうです．

 

難波君がチーズケーキを切っています．
しかし慣れない包丁に苦戦しているようで

す．
 畑中先生と野村君はその様子を優しく見守っ

ています．

 



第311回　畑中先生野村君難波君8月誕生日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110922FFP/110922.html[2016/09/26 17:33:45]

各自食べたいケーキをとっています．  
大変おいしくいただきました．

ごちそうさまです．＆おめでとうございま
す．



台風15号来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110921typhoon/110921.html[2016/09/26 17:33:46]

台風15号来研
September, 21, 2011

台風15号が9月21日の正午から夜にかけて来研されました．

 

午前中．怪しい雲行き・・・  予報通り彼は来研されました．

 

台風15号は研究室に  水漏れという甚大な被害を及ぼしました．

 

研究成果の詰まったパソコンや書籍を守るた  残っていたメンバーでモップがけなどをして



台風15号来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110921typhoon/110921.html[2016/09/26 17:33:46]

め 何とか耐えました．

昨年の新聞記事にしかり，3.11にしかり，研究室がある建物(築50年)はさすがに危険では．
総合的視点から早急に文科省が予算を出して建て替えてほしいものです．



石川さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110729/110729.html[2016/09/26 17:33:47]

石川さん来研
July, 29, 2011

2005年度ご卒業の藤田研OB石川さんが来研されました．

 

結婚のご報告です．
とてもお幸せそうでうらやましい限りです．

石川さんから打率の低いぼくたちに
アドバイスをいただきました

 

石川さん「東京に住んでるというのは恵まれ
ているので，しっかり打席（恋のバッター

ボックス）に立ってください．」
ぼくたちも幸せになれるよう頑張ります．
貴重なアドバイスありがとうございます．

後日，ハワイでの結婚式の様子の写真
を送っていただきました．

とても幸せそうなオーラが伺えます．
石川さんご夫婦，末永くお幸せに．



第310回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110725FFP/110725FFP.html[2016/09/26 17:33:49]

第310回 FFP

July, 25, 2011

・SabanさんのWelcom
・Eppu君のYSEP終了祝い＆Farewell

・修士中間発表お疲れ
・和佐君の卒論発表壮行会

以上をまとめたFFPが行われました．

 

体調不良のため藤田先生は欠席されるので，
さきにEppu君から藤田先生へプレゼント．  

FFPは目黒のさくらさくらで行われました．
幹事の杉山君からSabanさんへ歓迎のあいさ

つです．

 

そしてビールとレモンスカッシュで乾杯．  上手に箸を使い，枝豆を食べるSabanさん．

 



第310回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110725FFP/110725FFP.html[2016/09/26 17:33:49]

高木君がおいしいビールの注ぎ方を披露．
はじめはビールをバウンドさせるように注い

で・・・
 

最後はチョロチョロと注ぐ．
高木君が力説してくれていますが，

西君はまったく興味がないようです．

 

宴もたけなわですが，
このあたりでEppu君へのプレゼントタイ

ム！！
 

まずは修了証書が畑中先生から渡されます．
畑中先生「Eppu Ainola殿，以下同文！」

まさかの省略でした．

 

YSEPプログラム卒業おめでとうございま
す．  次に色紙のプレゼントです．



第310回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110725FFP/110725FFP.html[2016/09/26 17:33:49]

 

研究室からのプレゼントです．
中身はなんでしょう・・・？  

なんと甚平です
Eppu君も帰国する前に買うつもりだったよ

うなので
ナイスプレゼントです．

 

さっそく着てみました．
かなり似合っています．  Eppu君から畑中先生へのプレゼントです．

中身はマグカップでした．

 

伊吹さんからもプレゼントがありました．
中身はなんでしょう・・・？  フィギュアです．

伊吹君が秋葉原に出向き買ってきました．



第310回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110725FFP/110725FFP.html[2016/09/26 17:33:49]

 

須永君と杉山君からのプレゼントです．
今度はなんでしょう・・・？  これもフィギュアのようなものです．

 

そして伊吹君からのプレゼント第2弾です．
アニメのキャラクターのノートです．  

実は高木君も懐にプレゼントを忍ばせていま
した．

高木君の好きなAKB篠田麻里子のキーホル
ダーです．

 

岡崎君のプレゼントは・・・  
マグカップです．

推測の域を出ませんが，これもおそらくアニ
メ関連かと思われます．



第310回　FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110725FFP/110725FFP.html[2016/09/26 17:33:49]

 

野村君からのプレゼントは・・・  ナルトのフィギュアです．

 

精巧な作りのフィギュアに和佐君も興味津々
です．  最後にみんなで写真を撮りました．

今回のFFPも大盛り上がりでした．



Sabanさん来日

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110718/110718.html[2016/09/26 17:33:53]

Sabanさん来日
July, 18, 2011

トルコのユルドゥズ工科大学からSaban Cetinさんが来日されました．

 

18日に来日し，19日には藤田研にいらっしゃ
いました．  さっそく伊吹君と記念撮影

 

おみやげをいただきました．  
トルコのお守りナザールもいただきました．

ありがとうございます．
これからよろしくおねがいします．



後藤さん　来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110715Goto/110715Goto.html[2016/09/26 17:33:54]

後藤さん 来研
July, 15, 2011

藤田研OBの後藤さんが来研されました．

 

お土産を持って後藤さんがいらっしゃいまし
た．  クッキーのようなお菓子です．

 

藤田先生とお話をしています．  
せっかくなので記念撮影．

野村君もちゃっかりうつちゃってます．
ぜひまたいらしてください．



村尾さんの結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110709/110709.html[2016/09/26 17:33:56]

村尾さんの結婚式
July 9, 2011

藤田研OBの村尾さんがご結婚されました！！

 

挙式の様子．お二人ともキマってます！  挙式の後は参列者からの
フラワーシャワーによる祝福．

 

東工大藤田研OBの方々も参加しました．
左から五十嵐さん，山田さん，米村さんで

す．
 畑中先生もご家族で参加しました．

 



村尾さんの結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110709/110709.html[2016/09/26 17:33:56]

現役学生からは代表して伊吹君が．  披露宴にて村尾さんのご挨拶．
少々緊張気味です．

 

恩師である藤田先生が代表して
お祝いの言葉を贈りました．  初めての共同作業ケーキカット！

 

藤田先生からお祝いの杯もを頂きました．  畑中先生からも．

 

恩師の方々との集合写真です．  続いてお世話になった先輩方と．



村尾さんの結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110709/110709.html[2016/09/26 17:33:56]

 

会場はとても眺めのいいホテルでした．  おまけ．



第309回　高木君西君就活おつかれFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110603/110603.html[2016/09/26 17:33:58]

第309回 高木君西君就活おつかれFFP

June 3, 2011

高木君と西君の就職先が決定！ということでFFPが行われました．

 

高木君から自由が丘のお店の岩塩ロール．
本当に買いたかったお店は潰れていたそう

で…
 

西君は「芋」をテーマにチョイスしてくれま
した．

一部は中に紫イモが入っています．

 

こちらは大学いも．
どちらも東京駅のエキナカで購入したそうで

す．
 高木君は工夫を凝らし飲料の提供も．

WILKINSONのジンジャーエール．

 



第309回　高木君西君就活おつかれFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110603/110603.html[2016/09/26 17:33:58]

量が多いので，B4もお手伝い．
難波君，ロールケーキを潰さないように…  FFPが始まる前に須永君がいじられて，

少し動揺しています．

 

西君＞「拓人、先に話せよ」  高木君＞「西が先にやれよ」

 

藤田先生から社会人としての心得を
お話ししていただきました．  

高木君は将来ヨーロッパ勤務が夢だそうで
す．

西君高木君就活お疲れ様でした．



呂先生の送別会＆和佐君の中間発表お疲れ様FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110601FFP/110601FFP.html[2016/09/26 17:34:05]

第308回呂先生の送別会＆和佐君の中間発表お疲れ様FFP

June, 1, 2011

第308回 呂先生の送別会と和佐君の中間発表お疲れ様FFPが行われました．

 

呂先生にぜひ沖縄料理を食べていただこう
と，

大井町の琉球酒場で行われました．
 

幹事の高木君から挨拶．
店の決定など高木君のセンスの良さが光りま

す．

 

まずはもちろんビールで「かんぱーい!!」  話題は今日の中間発表の質疑応答について
今思い出しても苦悶の表情

 



呂先生の送別会＆和佐君の中間発表お疲れ様FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110601FFP/110601FFP.html[2016/09/26 17:34:05]

呂先生に,漢字の中国での意味を聞きました
難波君は超音波君

杉山君は木の杉に山ということでした．
 ここでは須永君の去年の中間発表の話題に．

藤田先生がジェスチャーを交えて再現

 

FFPも終盤にさしかかりここで呂先生へのプ
レゼントタイム．  

まずは色紙のプレゼント．
英語，日本語，中国語のあるかなり国際的な

色紙になりました．

 

次はプレゼントその１．  
中国ではもらったプレゼントをその場で開け

ないようですが，
開けていただきました．

ビールグラスです．

 

そして最後のプレゼント．  
東工大のロゴ入りボールペンです．

記念になるということで喜んでいただけまし



呂先生の送別会＆和佐君の中間発表お疲れ様FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110601FFP/110601FFP.html[2016/09/26 17:34:05]

た．

 

なんと，呂先生からもプレゼントがあるよう
です．

藤田先生にはカロリースキャンです．
 畑中先生にはワイヤレスランです．

 

ちょっとブレーク
須永君は箸置きを積む限界に挑戦中．  第308回FFPも無事終了しました．

呂先生，中国でもご活躍期待しております．



第307回　西山さん和佐君5月誕生日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110519/110519.html[2016/09/26 17:34:07]

第307回 西山さん和佐君5月誕生日記念FFP

May 19, 2011

秘書の西山さんと和佐君の誕生日を記念して，FFPが行われました．

 

抹茶味のバームクーヘン．  
麻布十番「山下晴三郎商店」の東京えんと

つ．
期間限定だそうです！

「え」にまるのロゴが気になります．

 

B4の難波くん，配膳とコーヒー注ぎを率
先．  

本日の主役のお二人．
なんと誕生日が一緒！

お誕生日おめでとうございます．

 



第307回　西山さん和佐君5月誕生日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110519/110519.html[2016/09/26 17:34:07]

野村君「これはどう食べれば・・・」
伊吹君「がぶっとでしょー」  ケーキの中身はカスタード&生クリーム．

クリームの中に入っているザラメが最高！

 

この夏の電力削減のお話で盛り上がりまし
た．

学生のクールビズは上裸！？
 とってもおいしかったです．

ご馳走様です&おめでとうございます！



第306回　伊吹君須永君4月誕生日＆Jayさん再来日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110428/110428.html[2016/09/26 17:34:14]

第306回 伊吹君須永君4月誕生日＆Jayさん再来日記念FFP

April, 28, 2011

伊吹君と須永君の誕生日とJayさんの再来日を記念して，FFPが行われました．

 

スイーツフォレストで買ってきたケーキ．
とてもおいしそう．

左上の牛が気になります．
 アルコール度40パーセントのお酒．

 

FFPの前に高木君の内定が決まりました．
あふれる笑顔．  まずは高木君から内定の報告です．

おめでとうございます．

 



第306回　伊吹君須永君4月誕生日＆Jayさん再来日記念FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110428/110428.html[2016/09/26 17:34:14]

そして今日誕生日の伊吹君と須永君です．
伊吹君から一言．  ケーキは早いもの順で選びます．

Jayさんも思わずペロリ．

 

牛のケーキは藤田先生が選びました．
牛を選んだ藤田先生も藤田先生に選ばれた牛

もうれしそうです．
 おいしくいただきました．

 

そういえば
今日の主役の須永君がしゃべっていません．  須永君「今年中に愛する人間を作りたい．

できれば"3次元で"」とのことです．



Jayさん復研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110427/110427.html[2016/09/26 17:34:15]

Jayさん復研
April, 27, 2011

震災以来ドイツに一時帰国していたJayさんが再来日し，藤田研に戻ってきました．

 

Jayさん，久しぶりの学生室をじっくり見渡
す．

皆さん文字通り，サプライズでした．
一気に研究室の雰囲気が明るくなりました．

 
お土産にアルコール度40％のお酒．

翌日に誕生日FFPがあるので，
昼間からショットで試飲するようです．



新メンバー歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110411/110411.html[2016/09/26 17:34:17]

第305回 新メンバー歓迎FFP

April, 11, 2011

新メンバーの杉山君，難波君と蓑島君の歓迎FFPが行われました．

■ 1次会

 

昨年と同様，今年も自由が丘「タパスタパ
ス」

安定感のあるおしゃれなイタリアン料理店で
す．

 難波君と杉山君は二人ともテニス部．
お酒がとても強いです．

 

高木君から新メンバーに心得を伝達．
離れている杉山君も聞き入っています．  従来メンバーを含めて自己紹介．

杉山君はテニスと酒が強い．

 



新メンバー歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110411/110411.html[2016/09/26 17:34:17]

難波君はテニス好き．
藤田研テニス班も夢ではなさそうです．  最後に蓑島君．ジャグラーです．

須永君が積極的に盛り上げています．

 

異常に雰囲気が落ち着いている3名．
畑中先生＞今年のメンバーは個性的だねー

西君，和佐君＞そうですねぇー
 伊吹君の情熱的な話で盛り上がるテーブル．

Eppu君も日本語の会話を理解しています．

 

杉山君はどう見ても酒好きです．
次はJayさんかEppu君と相席が良いようで

す．
 

最後に今年のメンバーで記念写真．
残念ながら藤田先生は参加できませんでし

た．

■ 2次会



新メンバー歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110411/110411.html[2016/09/26 17:34:17]

 

2次会ではカラオケ大会が開かれました．
Eppu君はアニソン．  岡崎君と須永君もアニソン．

 

特に岡崎君は絶好調です．  難波君は負けじと邦楽で参戦．



学生の休日イベント

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110409/110409.html[2016/09/26 17:34:18]

学生の休日イベント
April, 9, 2011

藤田研の学生だけで花見を企画していましたが，雨のためみんなで遊びました．

 

まず，手始めに研究室ではやりの卓球．
杉山君はtennisになっています．  高木君は納得のいかない表情．

「安全は意識と知識と心掛け」サァ

 

岡崎君は武術風．
テクニシャンです．  野村君も真剣．

 



学生の休日イベント

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/110409/110409.html[2016/09/26 17:34:18]

伊吹君はもっと真剣．
昔の血が甦ります．  バットでストレス解消の後は

ラケットに持ち替え，汗だくに．

 

次はボーリング．
須永君を筆頭に最初は絶好調．  一休憩．西君をはじめとした勝者のご褒美

財布が生々しいですが…

 

続いて，ビリヤードとダーツ．
趣深いスポーツで締めくくり．  和佐君絶好のチャンス．



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:34:20]

お土産・季節のたより　３月

3月1日

岡崎君の京都みやげです．
定番の八ッ橋．

味の種類も豊富で，絶対的な美味しさは保証
済．

毎度ありがとうございます．

3月5日

須永君の大阪みやげです．
パイ生地にココアクリームとバニラクリームがサンドされています．

ひとくち食べて，虜になってしまいました．
非常においしくいただきました．ありがとうございます．

3月10日

難波君のイギリス，フランスのおみやげで
す．

イギリスでは紅茶，フランスではモンサン
ミッシェルのクッキーです．

イギリスでは一般的なアフターヌーンティー
をお楽しみください．



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:34:20]

3月19日

難波君，和佐君が制御部門大会に参加した際のおみやげです．
左側は，奈良のゆるきゃら，せんとくんが描かれた普通のクッキーです．

右側は，神戸といえばパンダということで，パンダサブレです．
非常においしくいただきました．ありがとうございます．

3月21日

高木君がイタリアに旅行した際のおみやげです．
イタリアの代表的なお菓子であるパンフォルテです．

とても甘く，重厚で一口だけでも存分に満足できました．
とてもおいしくいただきました．ありがとうございます．



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:34:20]

3月21日

西君の香港のおみやげです．
杏仁餅です．日本ではアーモンドクッキーな

どと呼ばれるそうです．
とてもぱさぱさしていておいしかったです．

ありがとうございました．

3月23日

Jayさんから学生のみんなへの最後のお土産です．
ドイツのチョコです．とってもおいしくいただきました．

Es hat sehr gut geschmeckt.

3月23日



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:34:20]

蓑島君から台湾旅行のお土産です．
かなり日本人観光客をターゲットにしたお土産感を感じます．

很好吃．

3月23日

高木君からスリランカ旅行のお土産です．
最後は「食べられる」お菓子でとってもおい

しくいただきました．
ありがとうございました．



お土産・季節 2月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/02/culture02.html[2016/09/26 17:34:21]

お土産・季節のたより　２月

2月3日

藤田研OBの小林さんがデンソーのリクルーターとして来研されました．
デンソーサブレです．デンソーの文字の入ったサブレもありました

おいしくいただきました．ありがとうございます．

2月24日

高木君のペルー旅行のおみやげです．
コーヒー豆とコカのクッキー．

本人は長旅でぐったりでしたが，
おいしくいただきましたよ．

2月29日

今年は4年に1度のうるう年ではありませんか！！！
大雪が降りました．例年よりも雪が降る回数が多いですね．



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:34:23]

お土産・季節のたより　１月

1月5日

岡崎君の広島からのおみやげです．
柿羊羹です．食べ方が一風変わっています．

個包装をあけると羊羹の外側にはゴムが・・・
でもご安心を！爪楊枝を突き立てるとゴムがきれ

いに割れ，爪楊枝を刺したまま食べれます．
楽しく，おいしくいただきました．

高木君，西君，難波君，蓑島君がフィンランドに旅行に行った際のおみやげです．
チョコの詰め合わせです．箱にはサンタさんが描かれており，メリークリスマス感たっぷりですね．

まろやかな口当たりでおいしくいただきました．

杉山君の名古屋のおみやげです．
八丁味噌まんじゅうです．まんじゅうに味噌ってあまり聞かない組み合わせですが，

味噌の風味豊かな香りが広がり，甘いあんことしょっぱい味噌が合わさった上品なお味でした．
ごちそうさまでした．



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:34:23]

畑中先生の岡山のおみやげです．
岡山といえば桃太郎．桃太郎といえばみんなも大好ききび団子です．

ももたろうさん，ももたろうさん
お串に刺したきび団子 一つわたしに下さいな

と思わず，幼少のころに歌った桃太郎の歌が思い起こされました．
おいしくいただけたうえ，郷愁を感じることができました．ありがとうございます．

1月6日

須永君の群馬のおみやげです．
かりんとう(左上)，ソースせんべい(右上)，

きんぴらごぼう菓子(左下)です．
かりんとうは唐辛子味で，辛いです．

ソースせんべいは，小学生のころわずかなお
小遣いを握りしめて， 小走りで近所の駄菓

子屋まで行って，わくわくしながら買って食
べた まさにそのソースせんべいでした．な

つかしいです．
きんぴらごぼう菓子はその名に恥じないきん

ぴらごぼうの味です．
ごちそうさまでした．

1月8日



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:34:23]

伊吹君の北海道のおみやげです．
ポテトチップチョコレートです．

ポテトチップの塩味にチョコレートの甘味が
うまく合わさっています．

まさにスイカに塩，トマトに塩，ポテチに
チョコって感じですね．

おいしくいただきました． 

1月10日

Eppu君のフィンランドと伊豆のおみやげで
す．

緑色の箱のお菓子はクッキーとチョコの間に
オレンジのゼリーが入ってます．

このゼリーの酸味とチョコの甘さがおいしい
です．

ありがとうございました．

和佐君の箱根旅行のおみやげです．
非常に有名なホテルのキャンディーです．
キャンディだからってただのキャンディと

思って舐めてもらっては困りますよ笑
原産国フランスの高級キャンディです．

中には，果実シロップが入ってます．
おいしくいただきました．



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:34:23]

1月13日

藤田研OBの河合康典先生がMatt君のセミナーの際に来研されたときのおみやげです．
石川県の紅白まんじゅうです．こしあんと粒あんのセットです．

おいしくいただきました．ありがとうございます．

1月24日

東京では前日の夜から雪に見舞われ，都心では6年ぶりとなる積雪4cmを記録したとのこと．
歩きづらいです．なんだかんだで雪だるま出現しています．



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:34:23]

1月31日

高木君がシンガポールに行った際のおみやげです．
ドリアンのドライフルーツ(左)とドリアンのクッキー(右)です．

どちらもほんのり臭いにおいがしました．クッキーのほうはおいしくいただきました．



お土産・季節 12月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/12/culture12.html[2016/09/26 17:34:24]

お土産・季節のたより　１２月

12月13日

銀杏がきれいでしたので，撮影してみました．
！！学生室の入口にクリスマスの飾りが！！

12月19日

今年のCDC-ECCがFloridaで開催されたの
で，畑中先生からディズニーワールドのお土
産を頂きました．あまいチョコとデザインに

釘付けです． 美味しくいただきました．



お土産・季節 11月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/11/culture11.html[2016/09/26 17:34:25]

お土産・季節のたより　１１月

11月14日

野村くんが滋賀に行った際のお土産です．
ゆるきゃらのひこにゃんがとてもキュートです．

中にはホワイトチョコが入っていました．ホワイトチョコと抹茶の相性がぴったり．
ありがとうございます．

11月21日

野村くんのお土産です．浜松のうなぎぱいです．
夜のお菓子というキャッチフレーズでも知られており，とても精力がつきました．

さすが夜のお菓子です！！ありがとうございます．



お土産・季節 10月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/10/culture10.html[2016/09/26 17:34:25]

お土産・季節のたより　１０月

10月7日

Stuttgart大学副学長からいただきました．
みんなが大好き「ハリボー」です．

一度食べたらやみつきになり，ひとりで全部
食べてしまうところでした．

ごちそうさまでした．

10月11日

西君が立山に行ってきたさいのおみやげです．
マーガリンの味がほんのり広がる味わいでした．

立山黒部の爽やかな空気と，
連なる山々のいただきの，白く雪化粧した岩場にとまるライチョウが思わず想起されました．

とてもおいしかったです．ありがとうございます．

10月23日

工大祭で研究室に訪れたOB後藤さんから
差し入れの「羊羹」！！！

容器や包装の落ち着いたカラフルさは
「後藤色」を色濃く残しています．

旬モノで味わい深い味覚でした．
すぐになくなってしまいました．



お土産・季節 10月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/10/culture10.html[2016/09/26 17:34:25]

ありがとうございます！！

10月25日

Sabanさんから誕生日FFPのときに頂いた
トルコのお土産です．

トルコ絨毯の模様をモチーフとした飾り物
で，

自然と飾りたくなりました．
トルコの邪視避けの護符，ナザールも．

ありがとうございます！！

10月31日

高木君が工場見学に行った際のお土産です．
京菓子である「五色豆」です．

カラフルな見た目と素朴なあじわいで，大変
おいしくいただきました．

ありがとうございます．



お土産・季節 9月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/09/culture09.html[2016/09/26 17:34:27]

お土産・季節のたより　９月

9月5日

西さんが関西に行った際のおみやげです．
神戸北野街路カマンベールチーズクッキーや．(関西弁)

やわらかめのクッキーで優しい甘さでチーズの味が口の中にほんわり広がります．
個別包装のデザインもかわいらしく西君のセンスの良さが光っています．

おいしくいただきました．ありがとうございます．

9月7日

藤田先生，畑中先生がIFACに参加されたときのおみやげです．
リンツのリンドールチョコです．個包装はキャンディーのような包装です．

容器越しからチョコの甘い香りがしていて実際に食べてみるとふんわりとした口当たりでした．
おいしくいただきました．ありがとうございます．

9月14日



お土産・季節 9月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/09/culture09.html[2016/09/26 17:34:27]

野村君が金沢に訪れたときのおみやげです．
金沢銘菓「くるみ」．甘みを抑えたこしあんが絶妙な味を演出していました．

すぐになくなってしまいました．ありがとうございます．

9月20日

岡崎君が広島に帰省したときのおみやげです．
にしき堂の「新・ひろしま物語」．多種のもみじ饅頭が詰合せている人気銘菓です．

こしあん・つぶあんどちらも好きな柔らかさでした．

9月20日

野村君が地元から送ってきたナシの差し入
れ．

みずみずしい味わいと甘みが強くて非常にお
いしくいただきました．

ありがとうございます！！



お土産・季節 9月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/09/culture09.html[2016/09/26 17:34:27]

9月21日

高木君が西安に旅行したときのおみやげです．
キゥイです．一度は食べたいとても気になる味わいでした．

どうも，ありがとうございます．

9月26日

Jay君の広島土産です．「もみじまんじゅう」
こしあん，つぶあん，抹茶あん，カスタード，チョコレート

とバラエティ豊かな味でした．ありがとうございました．



お土産・季節 9月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/09/culture09.html[2016/09/26 17:34:27]

9月20日

高木君の中国土産今年度第3弾です．
砂糖と石榴（ざくろ）を練りこんで固めた

やわらかいお菓子です．
すっぱくて疲れがとれた気がします．

ごちそうさまでした．



お土産・季節 8月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/08/culture08.html[2016/09/26 17:34:28]

お土産・季節のたより　８月

8月10日

藤田研OBの丸山さんからいただいたおみやげです．
左は富山のシロえびせんべい．富山湾の宝石シロエビの味と風味が生きていちゃ．(富山弁)

右は宮崎の名物，チーズ饅頭．饅頭のあんこの代わりにてげてげチーズが入っちょる．(宮崎弁)
口の中にチーズの豊かな風味が広がります．おいしくいただきました．ありがとうございます．

8月18日

名古屋に帰郷した杉山君のおみやげです．
名古屋コーチンのたまごを使用したお饅頭です．袋のひよこたんに癒されちゃいます．

饅頭はほっこり甘く，味にも癒されてしまいました．おいしくいただきましたよ．



お土産・季節 8月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/08/culture08.html[2016/09/26 17:34:28]

M2の皆さんがインドネシアへ旅行に行った際のお土産です．
缶の中には数種類のビスケットが入っていました．

かなりボリュームもあり，おいしくいただきました．ありがとうございます．

8月19日

北海道のおみやげとうきびチョコです．北海道といえば伊吹君ですね．
豊かな大地で育ったとうきびをチョコでコーティングしたお菓子です．

とうきびとチョコが絶妙なハーモニーを奏でています．

さらに，北海道のおみやげ，ロイズの生チョコレートです．
口の中でなめらかに溶け，やさしい甘さが舌を包み込みます．

暑い夏においしくいただきました．ありがとうございます．



お土産・季節 8月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/08/culture08.html[2016/09/26 17:34:28]

8月30日

Jayさんが北海道に旅行したときのおみやげです．
見た目で美味しそうなものを選んだそうです．

左は札幌農学校のミルククッキー．サクサクのクッキーと甘いミルクのテイストがグッドでした．
右はチョコサンドクッキー雪待人．見た目以上にボリュームがあり，おやつに最適でした．

ラマダン明け直後のCetinさんが持参してくれたスイーツです．
左はトルコ伝統のお菓子ロクム．おなじみのヨーロッパ独特の味で，おいしくいただけました．

右はハーゲンダッツ．たくさんの種類を持ってきていただき，ありがとうございます．
なぜか少人数でしたが，ちょっとしたパーティーが開かれましたよ．



お土産・季節 7月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/07/culture07.html[2016/09/26 17:34:33]

お土産・季節のたより　７月

7月4日

サンフランシスコで行われたACC参加のため渡米されていた伊吹君のお土産です．
チョコレートのなかに大粒のマカダミアナッツが入っています．

甘くてサクサクしていておいしかったです．ごちそうさまでした！

高木君が中国へ行った際のお土産．四川省成都特産だそうです．
米粉を使ったクッキーのようなものです．中国らしいです．

フルーティーな味と食べ応えのある食感がくせになる！ありがとうございました．

7月15日



お土産・季節 7月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/07/culture07.html[2016/09/26 17:34:33]

藤田研OBの後藤さんからいただいたお土産です．
クッキーの中にアーモンドが入っています．センスが際立っています．

サクサクッとおいしくいただきました．ありがとうございました．

7月21日

Cetinさんからトルコのお菓子をたくさんいただきました．
干イチジクやチョコ，ナッツのお菓子をいただきました．

右の写真はチョコです．かなり甘めでした．

左の写真はナッツのお菓子．グミのような食感の中にナッツが入っていたり，いなかったり．
お菓子だけでなくトルコのお守りナザールもいただきました．

イカツイ目に見えますね．研究室全員分用意していただきありがとうございました．



お土産・季節 7月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/07/culture07.html[2016/09/26 17:34:33]

7月29日

藤田研第一期OBの石川さんが結婚のご報告で来研されました．
おみやげに東海市のアベニールというお店の「幸福の実」というクッキーをいただきました．

とてもやさしい口当たりでほどよい甘さでおいしかったです．
「幸福のおすそ分け」ありがとうございます．



お土産・季節 ６月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2011/culture/06/culture06.html[2016/09/26 17:34:35]

お土産・季節のたより　６月

6月7日

私用で北海道に帰省していた伊吹君が研究室に戻られました．
北海道の超人気お菓子「じゃがぽっくる」です．北海道のおいもはおいしです！

みんなでおいしくいただきました．ありがとうございました！

6月13日

福岡の講演会に参加した畑中先生のおみあげ．
博多西洋和菓子「芋っぽ」です．博多のおいもはおいしです！

レンジでチンしたらほっこりおいしかったです．ありがとうございました！

6月16日



お土産・季節 ６月
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紫陽花がとても色鮮やかに咲き誇っています．
夜景も違った風情があります．

鎌倉や箱根登山鉄道で，さらにきれいな景色を楽しみたいものです．



お土産・季節 ５月
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お土産・季節のたより　５月

5月5日

本日はこどもの日の祝日なので，こいのぼりを撮影してみました．
兜を飾ったり，柏餅を食べたりするお家もあります．

学校では，国民の祝日なので国旗が掲揚されていました．

5月19日

大阪に出張した畑中先生のお土産．
大阪カスタード．蒸しケーキの中にチョコやカスタードが入ってました．

おいしくいただきました．畑中先生ありがとうございます．

5月30日



お土産・季節 ５月
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研究室見学に来た学生からお土産をいただきました．
左の大きいのはプレーン．右の小さいのはクリームが挟まっています．

みんなで分けておいしくいただきました．ありがとうございます．



お土産・季節 ４月
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お土産・季節のたより　４月

4月8日

今季は留学生が少数なので，HP上で日本文化を伝える試み．
桜が満開になり，花見をしたくなる時期になりました．

記念に写真を撮ったり，桜並木の下を歩きたくなるものです．Eppu君は感動していました．

4月27日

震災の影響で一時帰国していたJayさんのお土産．
昨年もワインを持ってきてくれましたが，今回はアルコール度40％のお酒．

お酒の後は甘いお菓子でひと休みというところでしょうか．
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