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Events 2012-2013

■ Conference, Invited Talks, Awards (学会・講演・受賞)     

3月30日
畑中先生が「計測自動制御学会 関西支部, 物理と情報をつなぐ次世代システム制御研究

会, 第三回講演会」で講演されました．

3月5日～

3月8日
SICE 第13回制御部門大会  

Click the picture!

藤田先生，和佐君，加藤君が SICE 第13回制御部門大会 に参加され

ました．

 

2月20日 SICE JCMSIに論文が2本acceptされました．

1月28日
藤田先生が CREST「EMS」研究領域ワークショップ 『エネルギー社会の最適化に向けた

エネルギーマネージメントシステムの未来像』 を催されました．

12月19日 6th Systems and Control Seminar  

University of Texas at Dallas のMark W. Spong先生による

http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/ccs/ccs13
http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/event/2012/EMS-WS.pdf
http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/event/2012/EMS-WS.pdf
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Click the picture!

セミナーが行なわれました．

 

12月10日～

12月13日
The 51st Conference on Decision and Control  

Click the picture!

藤田先生，畑中先生，伊吹君がThe 51st Conference on Decision

and Controlに参加されました．

畑中先生と伊吹君は発表され，さらに畑中先生はSession Chairも

務めました．

 

11月17日～

11月18日
第55回 自動制御連合講演会  

藤田先生が第55回 自動制御連合講演会に参加され

講演されました．

 

http://control.disp.uniroma2.it/cdc2012/
http://rengo2012.robot.kuass.kyoto-u.ac.jp/
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11月8日 藤田先生が University of California, Santa Barbara で講演されました．

11月6日 畑中先生が 計測自動制御学会産業応用部門2012年度大会 で発表されました．

11月6日
Internal Workshop on Recent Developments In

Robotics and Control (SpongFest)
 

Click the picture!

藤田先生がInternal Workshop on Recent Developments In Robotics

and Control(SpongFest)で講演されました．

 

11月3日～

11月4日

藤田先生が IEEE CSS November Executive Committe Meeting (ExCom) に参加されまし

た．

11月2日 藤田先生が Northeastern University で講演されました．

10月24日 5th Systems and Control Seminar  

Otto-von-Guericke University Magdeburg Laboratoryの

Rolf Findeisen先生のセミナーが行われました．

 

http://www.sice.or.jp/~ia-div/bumon2012/godokikaku_os_2012.html
http://ecs.utdallas.edu/news-events/events/deanspong/welcome.html
http://ecs.utdallas.edu/news-events/events/deanspong/welcome.html
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Click the picture!

10月12日 藤田先生が JST CRDS 俯瞰ワークショップ で講演されました．

10月8日 藤田先生が University of Padova で講演されました．

10月3日～

10月5日
藤田先生が 2012 IEEE Multi-conference on Systems and Control に参加されました．

10月1日
藤田先生が Technical University of Munich で行われた

Event-Based Control and Optimization で講演されました．

10月1日 SICEに論文が採録されました．

9月21日
畑中先生が 日本機械学会 機械力学・計測制御部門

Dynamics and Design Conference 2012 で発表されました ．
 

9月17日 International Journal of Imaging and Roboticsに論文がAcceptされました．

9月19日 畑中先生が 第41回 SICE制御理論シンポジウム に参加されました ．  

http://www.msc2012.org/
http://www-m3.ma.tum.de/EBCO12/WebHome
http://www.jsme.or.jp/conference/dmcconf12/
http://www.cyb.ipc.i.u-tokyo.ac.jp/sct12/index.html
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9月14日～

9月15日

3rd IFAC Workshop on Distributed Estimation and

Control in Networked Systems (NecSys '12)
 

Click the picture!

畑中先生が3rd IFAC Workshop on Distributed Estimation and

Control in Networked Systems (NecSys '12)に参加され，発表されま

した．

 

9月12日 畑中先生が University of California, Riverside で講演されました ．  

9月10日
畑中先生が University of Colorado の RASEI Big Energy Seminar Series

で講演されました ．
 

8月31日 4th Systems and Control Seminar  

Click the picture!

The University of Hong KongのGraziano Chesi先生の

セミナーが行われました．

 

http://necsys2012.engr.ucsb.edu/
http://necsys2012.engr.ucsb.edu/
http://rasei.colorado.edu/big-energy-seminar-series
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8月30日 3rd Systems and Control Seminar  

Click the picture!

University StuttgartのGunterさんとMarcusさんの

セミナーが行われました．

 

8月20日 2nd Systems and Control Seminar  

Click the picture!

Boston UniversityのChristos G. Cassandras先生の

セミナーが行われました．

 

8月10日   

Click the picture!

和佐君が東工大社会工学専攻武藤研セミナーで講演しました．
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7月31日

8月1, 8日
Prof. Sawodny's Seminar  

Click the picture!

Stuttgart大学のOliver Sawodny先生のセミナーが行われました．

 

8月3日 TACに論文がFull PaperとしてAcceptされました．

7月17日
藤田先生が 横幹技術フォーラム「エネルギーマネジメントの新局面」 で講演と

総合討論の司会をされました．

7月17日 CDC 2012に論文が2本採択されました．

6月27日

～6月29日
The 2012 American Control Conference  

Click the picture!

藤田先生, 畑中先生と伊吹君がThe 2012 American Control

Conferenceに参加されました．

畑中先生は発表をされました．さらにSession Chair も務めました．

 

6月22日 畑中先生がUniversity of Tronto で講演されました．

http://www.trasti.jp/forum/forum35_kyg.html
http://a2c2.org/conferences/acc2012/index.php
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6月18日 IFAC NecSys '12に論文が採択されました

6月14日 1st Systems and Control Seminar  

Click the picture!

慶応大学の小野雅裕先生がセミナーをされました．

 

6月5日

6月～6日
畑中先生が 2012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．

5月25日
畑中先生がSICE制御部門社会基盤システムにおける分散意思決定のための

システム制御調査研究会第3回運営委員会・公開講演会に参加されました．

5月18日

～5月20日

藤田先生が北京にてIEEE CSS May Executive Committe Meeting (ExCom)に参加さ

れ，Workshop on Emerging Frontiers in System and Controlで講演されました．

5月17日 ISCIEに論文が採録されました．

5月2日 畑中先生が 足立研セミナーで講演されました．

http://www.ieice.org/~rrrc/index.php?2012%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%AC%AC1%E5%9B%9E%E9%AB%98%E4%BF%A1%E9%A0%BC%E5%88%B6%E5%BE%A1%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%A0%94%E7%A9%B6%E4%BC%9A
http://www.senryaku.jst.go.jp/teian/koubo/ems.pdf
http://www.senryaku.jst.go.jp/teian/koubo/ems.pdf
http://arx.appi.keio.ac.jp/2012/05/02/%E8%B6%B3%E7%AB%8B%E7%A0%94%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%81%A7%E7%95%91%E4%B8%AD%E5%8D%9A%E5%A3%AB%E3%81%8C%E3%81%94%E8%AC%9B%E6%BC%94/
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4月16日
藤田先生がＨ２４年度CREST公募説明会にて CREST研究総括として公募の説明をされま

した．

4月13日
制御理論部会 最先端ワークショップ「スマートコ

ミュニティとエネルギーマネージメントシステム」
 

Click the picture!

藤田先生，畑中先生が制御理論部会 最先端ワークショップ「スマー

トコミュニティとエネルギーマネージメントシステム」に参加さ

れ，講演もされました．

 

4月9日 SICE JCMSIに論文が採択されました．

■ Official Event (行事)     

3月26日  2月19日  2月12日

  

制御システム工学科卒業証書授与

式
 学士論文研究最終発表会  修士論文研究中間発表会

http://www.senryaku.jst.go.jp/teian/koubo/ems.pdf
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop04
http://www.sice-ctrl.jp/jp/wiki/wiki.cgi/c/tcriron?page=WorkShop04
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2月12日  12月18日  11月14日

  

修士論文研究最終発表会  学科大掃除  学士論文研究中間発表会

10月6,7日  8月9日  7月14日

   

工大祭・オープンキャンパス  修士論文研究中間発表会  2012年度 創造設計第一競技会

6月6日  5月12日  4月21日

  

オープンラボ  第2回大学院説明会  第1回大学院説明会

■ Laboratory Event (イベント)     
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3月26日  3月15日

 

ごちゃまぜFFP  引っ越し

2月21日  2月20日  2月19日

  

実験公開  B3研究室紹介  修論・卒論お疲れFFP

2月18日  2月8日  2月4日

  

西さん来研  小林さん来研  加藤君，青木君，森君誕生日FFP

12月25日  12月6日  12月3日
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2012年忘年会FFP  Walter君 歓迎FFP  Walter君来研

11月14日  9月24日  9月6日

  

青木君，井上君，森君 

中間お疲れFFP
 岡崎君・難波君誕生日FFP  Philipp君のFarewell FFP

9月3,4日  8月30日  8月17日

  

研究室旅行  Gunter君来研 ＆ Welcome FFP  Sawodny先生Farewell FFP

8月1日  7月30日  7月27日
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西さん来研  "ゆうま"くん誕生  Sawodny先生のご家族来研

7月9日  6月4日  5月23日

  

須永君，岡崎君，杉山君

就活おつかれFFP
 西山さん，和佐君誕生日FFP  SabanさんFarewell FFP

5月16日  5月1日  4月27日

  

Turkish dinner FFP  高木さん来研  伊吹君，須永君誕生日FFP

4月9日  4月9日  4月5日
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加藤君,新B4,Philipp君歓迎FFP  新B4研究室配属  Philipp君来研

■ Others (土産・風景)     

MARCH  FEBRUARY  JANUARY

  

DECEMBER  NOVEMBER  OCTOBER

  

SEPTEMBER  AUGUST  JULY
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JUNE  MAY  APRIL

  

© Fujita Laboratory
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March, 5-8, 2013

アクロス福岡で制御部門大会が行われ，藤田先生，和佐君，加藤君が参加されました．

 

今年の制御部門大会は福岡で行われました．   発表うまくいきますように・・・

 

加藤君はポスターセッションに参加しまし

た．
  笑顔でトーク．さすがです．



SICE 第13回 制御部門大会
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和佐君はスライドでの発表を行いました．

なんと一番広い会場での発表でした．
 

あれ・・・？

和佐君，寝癖がついてませんか・・・？

 

今年の木村賞は東工大の石井先生が

受賞されました．
  和佐君，加藤君，発表お疲れさまでした！
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2012年度 第6回システム制御セミナー

December, 19, 2012

University of Texas at Dallas のMark W. Spong先生のセミナーが行われました．

 

Spong先生によるセミナーが行われました．

セミナー前の様子です．続々と集まってきま

す．

題目はThe How and Why of Robot Air

Hockey．

 
藤田先生によるSpong先生の紹介で

セミナーが始まりました．

 

内容は身近なエアホッケーについて．

さまざまな制御の難しい内容があり，  
とても有意義なセミナーを
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そして面白い研究テーマです．
ありがとうございました．

 

セミナーが終わっても

多数の方が質問されてました．
 

その後，藤田研の研究を

拝見していただきました．

 

既存のCoverage Controlや協調制御の

４方向移動ロボットでの実験や
 

前日の夜は藤田先生の奥様を交えて

ディナーを満喫されました．



2012 CDC
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The 51st Conference on Decision and Control

December 10-13, 2012

藤田先生，畑中先生と伊吹君がThe 51st Conference on Decision and Controlに参加されました． 

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

 

会場はマウイ島のGrand Wileaです．

超高級リゾートホテルでとても快適でした．
 

到着時にはレイをかけてもらうサービスも

ありました．

 

3日目の伊吹君の発表です．

1年ぶりの発表でとても緊張したそうです．
 

Session Chairは本や論文を通して

お世話になっているWei Ren先生です．

http://control.disp.uniroma2.it/cdc2012/


2012 CDC
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3日目にも関わらず，聴講者も結構いまし

た．
 

続いて畑中先生の番です．

畑中先生はSession Chairも務めました．

 

もう英語の発表も手馴れている感じでした．  

Award Ceremonyでは藤田先生が

Best Student Paper Awardの

Presenterを務められました．
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今年のFinalistの方たち．

井村研の石崎助教も選ばれました．
 

Winnerは藤田先生，畑中先生とも親しい

Roberto Tronさんでした．おめでとうござい

ます．

 

Bode LectureではUnivesity of Michiganの

Grizzle先生が講演されました．

二足歩行ロボットに関する講演で

movieも多くとても興味深かったです．

 

気候が快適なこともあり，Receptionや

Banquet

は全て屋外で行われました．

 



2012 CDC
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Banquetのパフォーマンスも

ハワイならではです．
 

学会の翌日にはWorkshopが開かれました．

元石井研のCai君はOrganizerを

務められました．

 

会場はとても快適で，いつでもプールやビー

チで

ゆっくりと過ごせるようになっています．

 

最終日はWorkshopもそこそこにプールを満

喫

（悪い例です）
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ビーチで極楽

（繰り返しますが悪い例です）
 

最後の夜は若いメンバーで語り明かしまし

た．



2012 SpongFest
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Internal Workshop on Recent Developments In Robotics and

Control

(SpongFest)

November 06, 2012

藤田先生が Internal Workshop on Recent Developments In Robotics and Control (SpongFest)に参加さ

れ，講演されました．

 

Control Systems Societyの重鎮が勢揃いで

す．
 藤田先生も講演されました．

 

http://ecs.utdallas.edu/news-events/events/deanspong/welcome.html


2012 SpongFest
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Spong先生もとても楽しんでいるようです．  
Spong先生，奥さんのLilaさんとのスリー

ショット．

 

ちゃっかり写っちゃいました．  豪華な誕生日ケーキも登場！
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2012年度 第5回システム制御セミナー

October, 24, 2012

Otto-von-Guericke University Magdeburg LaboratoryのRolf Findeisen先生のセミナーが行われました．

 

Rolf先生によるセミナーが行われました．

まずは藤田先生による紹介です．
 

題目は

"Predictive Control Beyond Stabilization"．

予測制御の最先端についてです．

 

理解するには大変な内容でしたが，たくさん

の質問にも丁寧にお答えくださいました．
 

とても有意義なセミナーを

ありがとうございました．



2012年度　第5回システム制御セミナー
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セミナーのあとは制御関係の研究室の

研究を見ていただきました．
 

藤田研の研究も畑中先生が

熱心に説明されました．

 

夜は大人の時間です．  ディナーを満喫されました．



2012 NecSys '12
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3rd IFAC Workshop on Distributed Estimation and 

Control in Networked Systems (NecSys '12)

畑中先生が3rd IFAC Workshop on Distributed Estimation and Control in Networked Systems (NecSys

'12)に参加され，発表されました．

 

今回のテーマは「Vision-Based Cooperative
難しい内容でも笑顔で丁寧に説明していま

http://necsys2012.engr.ucsb.edu/
http://necsys2012.engr.ucsb.edu/
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Estimation of 3D Target Pose Under

Imperfect Visibility」．

 
す．

 

終了後はアットホームな会食をされたようで

す．

お疲れ様でした．

 



2012年度　第4回システム制御セミナー
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2012年度 第4回システム制御セミナー

August 31, 2012

The University of Hong KongのGraziano Chesi先生のセミナーが行われました．

 

Chesi先生のセミナーが行われました．

会場は人でいっぱいです．
 まずは藤田先生による紹介です．

 

Chesi先生による講演が始まりました．  
難しい内容でしたが，

一つ一つ丁寧に説明していただきました．



2012年度　第4回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120831semi/120831semi.html[2016/09/26 17:31:51]

 

最後のスライドは日本語で．

Chesi先生ありがとうございました．
 セミナーの後は実験を見ていただきました．



2012年度　第3回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120830semi/120830semi.html[2016/09/26 17:31:52]

2012年度 第3回システム制御セミナー

August 30, 2012

University StuttgartのGunterさんとMarcusさんのセミナーが行われました．

 

まずは伊吹君による紹介です．  最初はMarcusさんによる発表です．

 

続いて，Gunterさんによる発表です．  

発表が終わった後も学生同士で

議論が行われていました．

GunterさんMarcusさんありがとうございま

した．



2012年度　第2回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120820semi/120820semi.html[2016/09/26 17:31:53]

2012年度 第2回システム制御セミナー

August 20, 2012

Boston UniversityのChristos G. Cassandras先生のセミナーが行われました．

 

Cassandras先生のセミナーが行われました．

とても風格のある人です．
 

夏休みにもかかわらず，満席です．

ハイレベルなセミナーでした．

 

終了直後には先生たちのちょっとした交流も

あったようです．
 

セミナーの後には，娘さんや藤田先生の奥様

も交えて研究ツアーが開かれました．



2012年度　第2回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120820semi/120820semi.html[2016/09/26 17:31:53]

 

難波君が緊張の面持ちで装置を動かします．  
とても真剣に実験を見ていただきました．

ありがとうございました．．



東工大社会工学専攻武藤研セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120810/120810.html[2016/09/26 17:31:54]

東工大社会工学専攻武藤研セミナー

August 10, 2012

和佐君が東工大社会工学専攻武藤研セミナーで講演されました．

 

西8号館の会議室での講演でした．

広くてきれいな場所でうらやましいです．
 

武藤研の専門分野はゲーム理論ということ

で，

ゲーム理論寄りの講演内容となっています．

 

"制御"するとはどういうことか．

指示棒を振り子に見立てて説明しています．
 

本来の使用方法でも

指示棒を上手く活用しています．



東工大社会工学専攻武藤研セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120810/120810.html[2016/09/26 17:31:54]

 

自分たちの研究対象であるゲーム理論が

機械を動かすことに使われているということ

で，

興味をもって講演を聴いていただけました．

 
質問に対しても，身振り手振りを使って

丁寧に対応していました．

 

専門分野が違うということで，

質問も普段とは違う視点からのものが多く，

和佐君にとっても有意義な講演となりまし

た．

 

最後に武藤研メンバーと写真撮影．

武藤研のみなさん，ありがとうございまし

た！



Sawdony先生セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/Sawodny/120731semi.html[2016/09/26 17:31:54]

Sawdony先生集中セミナー

June 31, August 1,8, 2012

Stuttgart大学のOliver Sawodny先生のセミナーが行われました．

 

ダイナミクスの離散パラメータ表現とラプラ

ス変換による解法の講義をしてくださいまし

た．

 
Stuttgartでは2年生の内容のようですがハイ

レベルな講義でした．

 

B4も珍しく熱心に受講していました．  
お忙しい中，全5回もの講義をしていただき

ありがとうございました．



2012 ACC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120627ACC/120627ACC.html[2016/09/26 17:32:02]

The 2012 American Control Conference

June 27-29, 2012

藤田先生, 畑中先生と伊吹君がThe 2012 American Control Conferenceに参加されました．

畑中先生は発表をされました．さらにSession Chair も務めました．

 

会場はFairmont Queen Elizabethです．

超高級ホテルに分類されていますが，実際は

あまり・・・

 
2日目の朝に畑中先生が発表されました．

今回はSession Chairも務めました．

 

聴講者がついに50人を超えました．

評判も良く，さすがでした．
 

先日藤田研を訪問された慶応大学の小野先生

も発表されました．

http://a2c2.org/conferences/acc2012/index.php


2012 ACC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120627ACC/120627ACC.html[2016/09/26 17:32:02]

 

小野さんはなんとCDCでの田中さんに続き

Best Student Paper Awardを受賞しました．
 

China Townで小野さんの祝勝会を行いまし

た．

 

こちらは藤田研で修士号を取得したImanさ

んの発表です．

もうすぐ博士号取得だそうです．

 
Plenary LectureのSpeakerは皆さんも輪読で

お世話になっているKarl J. Astrom先生です．

 



2012 ACC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120627ACC/120627ACC.html[2016/09/26 17:32:02]

Opening Receptionにて田中さんとも

お話ししました．
 

Banquet Lunchの様子．

お隣と友達になりました．

 

祝勝会後は小野さんとJazz Festaも

楽しみました．
 

畑中先生はACC前にもトロント大学にて講演

されました．

 

藤田先生と畑中先生は空き時間を利用して



2012 ACC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120627ACC/120627ACC.html[2016/09/26 17:32:02]

McGill大学を訪問されました．
 こちらはノートルダム大聖堂です．



2012年度　第1回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120614/120614.html[2016/09/26 17:32:03]

2012年度 第1回システム制御セミナー

June 14, 2012

慶応大学の小野 雅裕先生のセミナーが行われました．

 

電力ネットワークに関する確率制約条件つき

モデル予測制御の講演をしてくださいまし

た．

 学生の質問に丁寧に答えていただきました．

 

講演の後も先生たちの議論は続いていまし

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．



2012年度　第1回システム制御セミナー
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講演後には一緒に食事に行きました．  

MITでの学生生活など

色々興味深い話をしてくださいました．

小野先生，どうもありがとうございました．



制御理論部会 最先端ワークショップ「スマートコミュニティとエネルギーマネージメントシステム」

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120413/120413.html[2016/09/26 17:32:04]

制御理論部会 最先端ワークショップ

「スマートコミュニティとエネルギーマネージメントシステム」

April, 13, 2012

藤田先生，畑中先生が制御理論部会 最先端ワークショップ

「スマートコミュニティとエネルギーマネージメントシステム」に参加され，講演もされました．

 

制御理論部会の様子です．

まずは三平先生による開会のあいさつから．
 

岩根秀直様（富士通研究所）による講演で

す．

「スマートシティへの展開に向けたピーク電

力削減技術」

 



制御理論部会 最先端ワークショップ「スマートコミュニティとエネルギーマネージメントシステム」

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120413/120413.html[2016/09/26 17:32:04]

「分散協調型エネルギー管理システム構築に

向けた諸問題」

畑中先生いい笑顔です．

 

次は平田研二先生（長岡技術科学大学）で

す．

「分散型エネルギー需給システムにおける制

度設計について」

最後に藤田先生です．

「グリーンイノベーションにおける制御の役

割」



制御システム工学科学位記授与式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130326/130326.html[2016/09/26 17:32:05]

制御システム工学科学位記授与式

March, 26, 2013

制御システム工学科学位記授与式がありました．

 

式典がはじまりました．

晴れて卒業できるそうです．
  トップバッターをつとめました，

 

井上君「ナマステ．」彼はなにをいっている

のでしょうか？

案の定，すべってました．

  森君一段と大きく見えました．



学士論文研究最終発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130219/130219final.html[2016/09/26 17:32:06]

学士論文研究最終発表会

February 19, 2013

青木君と井上君，森君の学士論文研究最終発表会が行われました．

 

トップは青木君の発表です．

プレッシャーからか噛み倒しました．

．．．フッ

 

こちらが青木君を苦しめた

AR．Drone

さらなる活躍を期待してます．

 

二人目は井上君です．

忠告通りニヤけませんでした．
 

ラストは森君です．

堂々とした発表です．

３人ともお疲れ様です．



修士論文研究中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130212/130212middle.html[2016/09/26 17:32:21]

修士論文研究最終発表会

February 12, 2013

和佐君の修士論文研究中間発表会が行われました．

 

修士3人の4時間後の発表なので，

本人曰く緊張が抜けたとか．
 

発表はまさかの時間内発表．

和佐「やっぱり早口傾向か…．」

 

理解か．苦悩か．  和佐君，どっち．  

短い質問タイムでもしっかりとこなしまし

た．

藤田研ドクターのホープ，さすがです



修士論文研究最終発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130212/130212final.html[2016/09/26 17:32:23]

修士論文研究最終発表会

February 12, 2013

岡崎君と杉山君，須永君の修士論文研究最終発表会が行われました．

 

午後一番ということで一足先に陣取り．   ぴすっ．ここまではリラーックスですね．

 

発表が始まり，岡崎君落ちついてます．

さすがは藤田研のサイボーグ(笑)．

伊吹「うんうん．」

 
しかし，まさかの質問時間大幅オーバー．

伊吹「岡崎…．」



修士論文研究最終発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130212/130212final.html[2016/09/26 17:32:23]

 

杉山君もいつもの調子のようで安心感が．

今年の修論唯一の実験機使用です．

畑中先生「…．」

 

田中先生からは視野について質問が．

三平先生からはまさかのご指導．

畑中先生「…．(黙)」

 

須永君ターン．

いつも通り(?)のテンションMaxのプレゼン．

藤田「…．」

 

質問タイムですが…．…あっ．

例年やってくれる須永君，今回も…．

藤田「やっぱりね…．幸運を祈ります．」



学科大掃除

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121218/121218.html[2016/09/26 17:32:24]

学科大掃除

December, 18, 2012

学科大掃除がありました.

 

学科大掃除．

日頃の感謝の気持ちを込めて掃除します．
  みんな黙々と作業をこなします．

 

ホワイトボードがきれいにならず苦戦中．  

やった感をだすのが得意な難波君．

今回はしっかりとやって．．．いるみたいで

すね．



学士論文中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121114middle/121114middle.html[2016/09/26 17:32:25]

学士論文中間発表会

November 14, 2012

B4の青木君，井上君，森君の学士中間発表会がありました．

 

今年は午後一番の発表なので，準備万全！！

あれっ，井上君は何を確認しているのかな？
 

準備が早すぎたようで．．．

先輩にイジられているようです．

 

リラックスしているのか？緊張しているの

か？
 

まずは青木君の発表です．

気合が入りすぎている気も．．．



学士論文中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121114middle/121114middle.html[2016/09/26 17:32:25]

 

質疑応答になったら，安堵の表情．

予想的中だったんだね．よかったぜ！！
 

次は井上君．

このニヤケ顔は何を意味しているんだ？

 

見た目以上に緊張していたのかな．

発表も質疑にもハリがあって，よかったぜ
 

最後は森君．

安定したトーンで難しい内容を発表．

 

質疑応答も無難にこなして，よかったぜ． みんな，お疲れ様でした！



学士論文中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121114middle/121114middle.html[2016/09/26 17:32:25]

最終発表が楽しみだね
 

先生方も長時間お疲れ様でした！！



工大祭2012・オープンキャンパス

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121006Fes/121006Fes.html[2016/09/26 17:32:27]

工大祭2012・オープンキャンパス

October, 6-7, 2012

工大祭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．

       1日目(10月6日)          2日日(10月7日)

1日目(10月6日)

 

真剣に画面を見るふたり．

さすがチェックに余念がありません！
 

難波君お気に入りのエアスイマも

準備万全です．

 

トップバッターは岡崎君です．

初回なのにリラックスできてます．
 

真剣な様子で操作するお客様．

みんなの視線がお客様に集まります．



工大祭2012・オープンキャンパス
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無事に動作して青木君もホッとしています．  
１回目は物足りなかったと再び岡崎君．

畑中先生がご家族でいらっしゃいました．

 

今年初登場のardrone！

娘さんも喜んでくれました．
 

３回目はこの日一番の大人数．

プレゼンターは・・・

 

難波君でした．

直前に発表を変更したりして好評でした．
 



工大祭2012・オープンキャンパス

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121006Fes/121006Fes.html[2016/09/26 17:32:27]

2日日(10月7日)

 

2日目のトップは杉山君です．  
Wiiリモコンの使い方を丁寧に説明していま

す．

 

２回目は女性客を含めてこの日一番のお客様

の多さでした．
 

プレゼンターの須永君．

気合があふれ出ています．

 

この日は畑中先生による学科主催の実験

ショーもありました．
 

おなじみの客いじりをする畑中先生．

見事なトークです．森君が感心しています．



工大祭2012・オープンキャンパス

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121006Fes/121006Fes.html[2016/09/26 17:32:27]

 

押しても倒れない振り子．

森君思わずニヤリ．．．
 

二輪ロボットも大活躍．

大好評の実験ショーでした！

 

さて最後のプレゼンターは加藤君です．

子供にはとっても優しいです．
 

今回好評のArdrone，最後はしっかり締めて

くれました．皆さんお疲れ様でした．

 

終了後にはOBの後藤さんと西さんがいらし

て

下さいました．ありがとうございました．

 



工大祭2012・オープンキャンパス

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121006Fes/121006Fes.html[2016/09/26 17:32:27]



修士論文中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120809/120809.html[2016/09/26 17:32:28]

修士論文中間発表会

August 09, 2012

M2の岡崎君，杉山君，須永君の修士中間発表会がありました．

 

修士中間発表会．前半は岡崎君と杉山君で

す．
 

先生方相手に，身振り手振りを交えて

真剣に説明をしています．

 

来研中のSawodny先生もいらっしゃいまし

た．

英語で説明をします．

  杉山君も留学生相手に英語で説明中．



修士論文中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120809/120809.html[2016/09/26 17:32:28]

 

後半は須永君の発表です．   先生方相手にも笑顔で対応しています．

 

発表が終わってひと安心の岡崎君．

いい笑顔です．
 

中間発表の翌日．

ピザの出前をとってお疲れ様会です．

M2のみなさん，お疲れ様でした！



2012年度 創造設計第一競技会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120714/120714.html[2016/09/26 17:32:29]

2012年度 創造設計第一競技会

July 14, 2012

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．

 

今年のテーマはオリンピック．

炎に見立てた球を聖火台に運びます．
 

藤田研のお仕事はトーナメント表の更新．

TVモニターを使ってトーナメント表を映し

ます．

 

トーナメント表の動作確認をしています．

須永君が心配そうに見守ります．
 

加藤君や和佐君も競技会を観戦．

みんなで競技の行方を見守っています．



2012年度 創造設計第一競技会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120714/120714.html[2016/09/26 17:32:29]

 

試合の経過にともなって，

トーナメント表を更新していきます．
 

マシンをスタンバイ．

観客もその様子を見守ります．

 

ついに一番高い聖火台に炎が灯されます．

会場中の注目が集まります．
  白熱した試合に観客も盛り上がります．

 



2012年度 創造設計第一競技会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120714/120714.html[2016/09/26 17:32:29]

決勝戦．

一発逆転を狙って一番高い聖火台へ・・・！
 

観客・受講生ともに楽しむ競技会となりまし

た．



2012年度オープンラボ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120606/120606.html[2016/09/26 17:32:30]

2012年度オープンラボ

June, 6, 2012

春日部高校の学生に研究紹介をしました．

 

２回に分けて行われました．

高校生も真剣に聞いてくれています．
 

今回はe-nuvoロボットを動かしてみせまし

た．

高校生には刺激が強すぎたようです．

 

第二陣の様子です．高校生も

興味を持ってくれた様子でよかったです．
 

伊吹君お疲れのようです．

みなさんお疲れ様でした．



2012年度第2回大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120512/120512.html[2016/09/26 17:32:32]

2012年度大学院専攻説明会

April, 21, 2012

大学院入学希望者を対象にした第2回大学院専攻説明会が行われ，研究室紹介をしました．

 

最初は伊吹君による説明です．  
スライドを上手に使って説明しています．

伊吹君，さすがの安定感です．

 

実験も交えながら説明を行っています．  
つづいて難波君による説明です．

少し緊張しているようです．



2012年度第2回大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120512/120512.html[2016/09/26 17:32:32]

 

伊吹君が難波君の説明を見守っています．

これがプレッシャーになっているのか

も．．．

 
難波君の説明が終わり，

次は再び伊吹君にバトンタッチです．

 

自分の説明を終えた難波君．

ほっとしています．
 

杉山君による実験を交えた説明です．

みんな実験に見入っています．

 



2012年度第2回大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120512/120512.html[2016/09/26 17:32:32]

実際にOmniをさわったりもしてもらいまし

た．
 

第2回説明会は無事に終わりました．

みなさん第1回・第2回ともにお疲れ様でし

た．



2012年度第1回大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120421/120421.html[2016/09/26 17:32:33]

2012年度大学院専攻説明会

April, 21, 2012

大学院入学希望者を対象にした第1回大学院専攻説明会が行われ，研究室紹介をしました．

 

エアスイマのメンテナンス中．

難波君、大役を担います．
 

説明会始まりました．

伊吹君スマートな説明ですね．

 

実験は大成功しました．  
見学者の人も熱心に聞き入ってます．

説明も燃えてきました．



2012年度第1回大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120421/120421.html[2016/09/26 17:32:33]

 

４巡目にして岡崎君にバトンタッチです．

ちょっと動きが硬いですね．
 

伊吹君の補足によって

より研究内容を理解してもらいました．

 

Sabanさんがエアスイマを操っています．

難波君の努力も実りました．
 

自分の説明が終わって

岡崎君ほっとしています．

 

最後は和佐君が説明しました． 充実した説明会になりました．



2012年度第1回大学院専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120421/120421.html[2016/09/26 17:32:33]

声裏返らなかったかな？
 

みなさん１日お疲れ様でした．



ごちゃまぜFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130326FFP/130326FFP.html[2016/09/26 17:32:34]

ごちゃまぜFFP

March, 26, 2013

藤田先生にお寿司を振る舞っていただきました．

杉山君，井上君，Walter 君の誕生日FFP，卒業生によるFFPが行われました．

 

お昼ご飯は藤田先生にお寿司の出前を振る

舞っていただきました．

とてもおいしかったです．ごちそうさまでし

た．

 
夕方には誕生日FFPと卒業生によるFFPが行

われました．

 

藤田先生はテントウムシのケーキを選びまし 畑中先生はそれに負けじと，ふくろうのケー



ごちゃまぜFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130326FFP/130326FFP.html[2016/09/26 17:32:34]

た．
 

キを選びました．

 

忘れちゃいけないのは，このケーキを買って

きたのは，

井上君，Walter 君，杉山君．渋谷ヒカリエ

で買ってきました．

 

卒業生は藤田先生とのお話を真剣に聞いてい

ます．

ただ井上君だけは，自分の手についたスナッ

ク菓子の油をふき取るのに夢中です．

 

卒業生から藤田先生へのプレゼントタイムで

す．

藤田先生へのプレゼントは腰用のクッション

です．

パッケージの裏には介護用の文字が．．．井

上君チョイスです．

 

畑中先生へのプレゼントは足置きです．

岡崎君がプレゼントを渡す時の動きはまさに

プログラムされた通りの動きでした．



ごちゃまぜFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130326FFP/130326FFP.html[2016/09/26 17:32:34]

 

学生室には電波式掛け時計です．

なんと，温度や湿度も計測してくれる優れも

のです．

卒業生のみなさんありがとうございました．

 

無事卒業を迎えた卒業生のみなさん，本当に

おめでとうございます．

またいつでも藤田研に遊びに来てください

ね．

by 藤田研一同



藤田研大移動

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130315/130315.html[2016/09/26 17:32:35]

藤田研大移動

March, 2013

南5号館の工事に伴い，南3号館への一時的なお引越しが行われました．

 

それぞれの荷物どこの部屋に届けるか指定し

ています．
 

岡崎君「ぼくのお菓子がなくならないように

しなきゃ」

 

この機会を利用して実験室の機材も整理しな

がら．．．
 

引っ越し完了し，殺伐とした学生室．

さようなら～



藤田研大移動

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130315/130315.html[2016/09/26 17:32:35]

 

これが   こうなります．

 

新しい部屋です．   無事引っ越し作業も完了しました．



実験公開

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130221/130221.html[2016/09/26 17:32:36]

February, 21, 2013

慶応大学の小野先生と学生の方が藤田研の実験の見学にいらっしゃいました．

 

まず伊吹君が学生の方々に

実装したPose Synchronizationの

理論について説明しました．

 

AR.Droneを用いた実験を見ていただきまし

た．

リーダーを実際に先生や学生の方に

動かしてみてもらいました．

 

皆さん実験に満足していただいたみたいで

す．

青木君が頑張った実験システムも
 

本日はわざわざお越し頂き

ありがとうございました．



実験公開

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130221/130221.html[2016/09/26 17:32:36]

苦労話も交えながら説明しました．
お互いのさらなる成果を祈念します．



研究室紹介

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130220/130220.html[2016/09/26 17:32:37]

研究室紹介

February, 20, 2013

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．

 

20人以上の学生が訪れ，

実験室が人であふれかえっています．
 

説明は畑中先生が．

相変わらずの安定感でした．



修論・卒論お疲れFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130219/130219FFP.html[2016/09/26 17:32:38]

修論・卒論お疲れFFP

February, 19, 2013

M2の岡崎君，杉山君，須永君，さらにB4の青木君，井上君，森君が最終発表を

和佐君が中間発表を無事(？)終えたということでFFPが行われました．

 

こちらは藤田先生，伊吹君，

そして今会主役のM1とB4のテーブルです．

修論，卒論を振り返りました．

 
こちらは来年から藤田研を担う方々と

Walter君のテーブルです．

 

和佐君も主役だったような．．．？

和佐君＞俺は端がいいんだよ．

不敵な笑みです．

  乾杯の音頭は幹事の難波君がとりました．



修論・卒論お疲れFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130219/130219FFP.html[2016/09/26 17:32:38]

 

最後にお店の前で集合写真を．

皆さんホッとしたいい笑顔ですね．

今回発表された方々，お疲れ様でした．

 
1次会を締め，

学生だけで2次会のボーリングへ．

 

Walter君の腕前は如何程でしょうか．  

結果は伊吹君，Walter君，杉山君，青木君が

負けて泣きの土下座．

伊吹君はお金で解決したようです(笑)



西さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130218/130218.html[2016/09/26 17:32:39]

西さん来研

February, 18, 2013

藤田研OBの西さんが来研されました．

 

藤田研卒業生の西さんがいらっしゃいまし

た．
 

須永君がお出迎えします．

久しぶりの再会で嬉しそうです．

 

会社の様々な体験談を話していただきまし

た．

頑張ってください！

 

西さんのお土産をみんなでいただいきまし

た．

楽しい一時になりました．

またいらしてください．



西さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130218/130218.html[2016/09/26 17:32:39]



小林さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130208/130208.html[2016/09/26 17:32:40]

小林さん来研

February, 8, 2013

藤田研OBの小林さんが来研されました．

 

藤田研卒業生の小林さんがいらっしゃいまし

た．
 

お土産を持ってきていただいたので

コーヒーと一緒にいただきました．

ありがとうございます．

 

企業説明会や企業での近況など

話していただきました．
 

伊吹君が最近の藤田研の

研究成果を軽く紹介しました．

動画どやっ！！！



小林さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130208/130208.html[2016/09/26 17:32:40]



加藤君，青木君，森君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130204FFP/130204FFP.html[2016/09/26 17:32:41]

加藤君，青木君，森君誕生日FFP

February, 4, 2013

11月生まれの加藤君と7月生まれの青木君と2月生まれの森君の

誕生日をお祝いしました．

 

森君は伊勢屋のみたらし団子と

餡団子の２つを．
 

加藤君はどら焼き，イチゴ大福，

柏餅の３種類を．

 

青木君はくらづくり本舗の

３種類のカステラを

ごちそうしてくれました．

 
１人分をお皿に盛り付け

準備完了です．



加藤君，青木君，森君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/130204FFP/130204FFP.html[2016/09/26 17:32:41]

 

まずは主役３人のあいさつです．

お誕生日おめでとうございます．
 

先生方から順に選んでいきます．

日本のお菓子はやっぱり和菓子だね！

 

記念にハイッ!チーズ!  

最後に主役の３人．ごちそうさまでした．

青木君のキメ顔，後光が射しています．

半年経った男はさすがです．



2012年お疲れ様FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121225FFP/121225FFP.html[2016/09/26 17:32:42]

2012年お疲れ様FFP

December, 25, 2012

2012年最後のゼミを終え，忘年会が行われました．

 

今回は渋谷のワイン酒場です．

初めてB4が会を取り仕切りました．
  主催の青木君が乾杯の音頭をとりました．

 

2012年の思い出で盛り上がります．   真面目な話もしました．



2012年お疲れ様FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121225FFP/121225FFP.html[2016/09/26 17:32:42]

 

忘年会とは名ばかりで

たわいもない会話が飛び交います．
  自然といい笑顔が溢れます．

 

今宵は男だけの聖なる会です．   ん？双子？？？

 

ごはんが足りず，パエリアを追加しました．

食べますよ．男ですから．
 

最後に集合写真を撮りました．

2012年お疲れ様でした．



2012年お疲れ様FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121225FFP/121225FFP.html[2016/09/26 17:32:42]



Walter君歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121206FFP/121206FFP.html[2016/09/26 17:32:44]

Walter君歓迎FFP

December, 06, 2012

Walter君の歓迎FFPが行われました.

 

Walter君歓迎FFP．

乾杯の音頭は和佐君がとるかと思いき

や・・・

 
Walter君に主導権を奪われてしまいました！

ということで乾杯の音頭はWalter君が．

 

Walter君，食べ慣れない日本料理に

果敢に挑みます．
 

席が悪くなかなか写真に写れない杉山君．

ナイススマイルです！



Walter君歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121206FFP/121206FFP.html[2016/09/26 17:32:44]

 

畑中先生とも会話が弾みます．   Walter君，これからよろしくお願いします！



Walter君来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121203/121203.html[2016/09/26 17:32:44]

Walter君来研

December, 3, 2012

ドイツのStuttgart大学からの留学生，Walter君が来研しました．

これからよろしくお願いします！

 

Walta君と無事に合流．

順調なフライトで予定より早く着きました．
 

日本初の食事は蕎麦．

Walter君のお口には合ったのかな？



B4 中間お疲れFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121114FFP/121114FFP.html[2016/09/26 17:32:45]

青木君，井上君，森君 中間お疲れFFP

November, 14, 2012

青木君，井上君，森君が無事(？)中間発表を終えたということでFFPが行われました.

 

今回のFFPはしゃぶしゃぶ食べ放題です．

中間発表なんてそっちのけでがっつきます．
 

和佐君主導で中間発表の

反省会が始まりました．

 

森君＞は？   青木君＞なんもいえねぇ．



B4 中間お疲れFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/121114FFP/121114FFP.html[2016/09/26 17:32:45]

 

井上君＞緊張して覚えてないです．  
宴もたけなわ，お腹いっぱいですが

無理して押し込みます．

 

和佐君はまだ3皿残ってます．

食べきれるのか…？
 

岡崎君まだまだ余裕です．

岡崎君＞残りは全て任せろ！



岡崎君，難波君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120924FFP/120924FFP.html[2016/09/26 17:32:47]

岡崎君, 難波君誕生日FFP

September, 24, 2012

8月生まれの難波君と9月生まれの岡崎君の誕生日をお祝いました．

 

難波君は不二家のペコちゃん焼を

持ってきてくれました．
 

ペコちゃん焼は神楽坂店の限定商品．

日替わりペコちゃん焼きはカレー味でした．

 

岡崎君からはとてもお洒落なケーキを．  
どれもおいしそうで，

みんなどれを食べるか迷ってました．



岡崎君，難波君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120924FFP/120924FFP.html[2016/09/26 17:32:47]

 

難波君の今年の抱負は身長を2cm伸ばすこ

と．

整体行くだけで目標達成できますね！！

 
岡崎君の抱負は結婚！？

お二人ともお誕生日おめでとうございます！



Philipp君のFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120906/120906.html[2016/09/26 17:32:49]

Philipp君のFarewell FFP

September 6, 2012

Philipp君のFarewell FFPを目黒の居酒屋「北海道」で行ないました．

 

北海道料理を堪能しました．  かんぱーいっ．

 

ビール，ラッパ飲み．

伊吹「よい子はまねしないように（笑）」
 食べ物の話題で盛り上がりました．



Philipp君のFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120906/120906.html[2016/09/26 17:32:49]

 

藤田先生も遅れて参加．

藤田先生「Philipp君，おつかれーっ」
 

藤田先生「それじゃあ，渡す時間かな？」

はい，present timeです（笑）

 

おなじみの藤田研卒業証書と，  
寄せ書きです．  かがんでいるのは，

行燈にぶつかるためです（笑）．

 

続いて，研究室からのプレゼントと，  

伊吹君からのプレゼントです．

おやっ、チューターの須永く～ん，

プレゼントは～？



Philipp君のFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120906/120906.html[2016/09/26 17:32:49]

 

伊吹君からは，修論頑張れということで，

ボールペン．
 

藤田研からは歌舞伎の隈取柄のてぬぐいと，

（須永君曰く，個人からのプレゼントのつも

り

だったらしいですが，文句はなしですよ

（笑））

 

もう1つは扇子．

Philipp君にマッチするブラック！
 

Philipp君のお礼の後，

まずは藤田先生へのプレゼント．

 



Philipp君のFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120906/120906.html[2016/09/26 17:32:49]

中身は，Hamburghの写真集でした．  
畑中先生にはワインが．

畑中「僕は何もやっていないけどね（笑）」

 

伊吹君にもワインが．

伊吹「さっそく，今夜飲もうかな♪」
 

チューターの須永君へ

須永君，プレゼントリベンジは準備OK？

 

全員にプレゼントが渡されました．

なぜかM1の難波君が先？
 和佐君に．



Philipp君のFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120906/120906.html[2016/09/26 17:32:49]

 

変わりまして，M2の杉山君へ．

中身は，ドイツのカードゲームでした．
 

岡崎君へ．

（すいません，くどくって…（笑））

 

B4の森君にも手渡しで．

残念ながら，欠席した方は後で頂いてくださ

い．

 

最後に記念撮影．

しかし，Philipp君の旅はまだまだ続きま

す．

To be continue ...



研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/1209travel/1209travel.html[2016/09/26 17:32:50]

研究室旅行

September 3-4, 2012

藤田研の学生全員で，箱根・富士方面に旅行に行きました．

 

内容が盛りだくさんのため、詳細は以下の写真をクリック！ 

 



研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/1209travel/1209travel.html[2016/09/26 17:32:50]

一日目の様子です  二日目はこちら

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/1209travel/120903.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/1209travel/120904.html


Gunter君来研 ＆ Gunter君Welcome FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120830/120830.html[2016/09/26 17:32:52]

Gunter君来研 ＆ Gunter君Welcome FFP

August 30, 2012

Gunter君が，システム制御セミナーのために来研しました．セミナー後に，Gunter君のWelcome FFPが

開かれました．

 

同僚のMarcus君も一緒でした．  セミナー前に，色々な話で盛り上がります．

 

FFPは焼き鳥の居酒屋「やきとん」で．

日本の居酒屋原点の雰囲気にドキドキ．
 カンパーイッ！（セミナーお疲れ様です．）



Gunter君来研 ＆ Gunter君Welcome FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120830/120830.html[2016/09/26 17:32:52]

 

約1年半前の学生生活ぶりなので，

話がはずむ？！
 

Gunter君の日本の旅行の話から制度の話ま

で

色々英語が飛び交いました．

 

藤田先生はお忙しいなか遅れて参加して

くださいました．    お疲れ様です．
 

集合写真．

この後は，富士山の暁光を見に行くそうで

す．



Sawdony先生Farewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/Sawodny/120817farewell.html[2016/09/26 17:32:53]

Sawdony先生Farewell FFP

August 17, 2012

Stuttgart大学のOliver Sawodny先生のFarewell FFPが行われました．

 

約１ヶ月来日されたSawodny先生の

Farewell Partyをしました．
 

宮崎料理のお店に行きました．

料理も気に入ってもらえたようです．

 

藤田研のみんなからSawodny先生へ

プレゼントを贈りました．
 短い間でしたがありがとうございました．



Sawdony先生Farewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/Sawodny/120817farewell.html[2016/09/26 17:32:53]

 

最後に全員で集合写真を撮りました．

またお会いできる機会を楽しみにしています
 ２次会の様子です．



西さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120801/120801.html[2016/09/26 17:32:54]

西さん来研

August, 1, 2012

藤田研OBの西さんが来研されました．

 

今年卒業された西さんがいらっしゃいまし

た．
  今回のお店はここ！

 

先発組が意気揚々と向かいます．  
１次会で初めて食べるしゃぶしゃぶに

Philipp君は大はしゃぎです．



西さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120801/120801.html[2016/09/26 17:32:54]

 

２次会はわたみん家でした．久しぶりに

お会いして楽しい時間を過ごしました．
 

西さんからいただいたタイのお土産です．

ありがとうございました．



2012年度 創造設計第一競技会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120730/120730.html[2016/09/26 17:32:54]

"ゆうま"くん誕生

July 30, 2012

藤田研OBの村尾さんにお子さんが生まれました．

村尾さんのお子さんの"ゆうま"くんです．

とってもかわいいです！

村尾さん，おめでとうございます！！



Sawdony先生のご家族が来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/Sawodny/120727.html[2016/09/26 17:32:55]

Sawdony先生のご家族来研．

June 27, 2012

Stuttgart大学のOliver Sawodny先生のご家族が来研されました．

 

Sawodny先生の奥様と娘さんが

来研されました．
 

ちょうどお昼の時間だったので

みんなでcafeteriaに行きました．

お二人とも味噌汁が好きだそうです．

フライト等でお疲れの中ありがとうございました．



須永君，岡崎君，杉山君就活お疲れFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120709FFP/120709FFP.html[2016/09/26 17:32:56]

須永君，岡崎君，杉山君就活おつかれFFP

July, 9, 2012

須永君，岡崎君，杉山君が無事就活を終えたということでFFPが行われました．

 

就活を終えた三人を祝福して．

おめでとうございます！
 

今回振る舞ってくれるスイーツの紹介です．

テーマはソラマチ！！

杉山君はチーズケーキ，岡崎君は大福，

須永君はロールケーキを買ってきてくれまし

た．

 

おいしくてみんなすぐ食べきってしまいまし 藤田先生から就活について



須永君，岡崎君，杉山君就活お疲れFFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120709FFP/120709FFP.html[2016/09/26 17:32:56]

た．
 

コメントをいただきました．

 

難波君＞来年も任せろ！  
須永君，岡崎君，杉山君

就活おつかれさまでした．



西山さん, 和佐君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120604FFP/120604FFP.html[2016/09/26 17:32:57]

西山さん, 和佐君誕生日FFP

June, 4, 2012

5月生まれの西山さんと和佐君の誕生日をお祝いました.

 

今回和佐君が持って来てくれたケーキです．

藤田ファミリーは14人のはずです

が・・・？

 
こちらは西山さんが持ってきてくださった

チョコレートケーキです．

 

パーティーの準備風景です．

とてもおいしそうに盛られてゆきます．
 

先生方も満面の笑みです．

今回は少々カロリーが気になります．



西山さん, 和佐君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120604FFP/120604FFP.html[2016/09/26 17:32:57]

 

みんなも笑顔です．とてもおいしかったで

す．

ごちそう様でした．

 

なんと和佐君自分の分を２つも買っていまし

た．

悪い顔してますね！！

 

難波君は余ったチョコケーキを

率先して食べてます．
 

今回主役のお二人です．

おめでとうございます！



SabanさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120523FFP/120523FFP.html[2016/09/26 17:32:59]

SabanさんFarewell FFP

May, 23, 2012

Sabanさんの Farewell FFP を開催しました．

 

まずは食材等の調達です．  みんなテキパキと準備をこなしていきます．

 

準備が整いました．  手巻き寿司のほうの準備もばっちりです．



SabanさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120523FFP/120523FFP.html[2016/09/26 17:32:59]

 

みんな席に着き始めました．

いよいよパーティーが始まります！
 

伊吹君の開会の言葉で

パーティーが始まりました．

 

お好み焼きを華麗にひっくり返す井上君．  
お好み焼きが出来るのを待ってる間に

手巻き寿司を食べています．

 

まずは藤田研のみんなからSabanさんへ



SabanさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120523FFP/120523FFP.html[2016/09/26 17:32:59]

みんなわいわい楽しんでいます！

食事が落ち着いたらプレゼントタイムです．
 色紙と日本の食器セットをプレゼントしまし

た．

 

日本の食器セットは，結婚祝いもかねて

ペアセットになっています．
 

伊吹君からSabanさんへ扇子のプレゼントで

す．

こちらもペアセットになっています．

 

Sabanさんから藤田研のみんなへの

.プレゼントもありました．
 

学生も1人1人プレゼントをいただきまし

た．

大事に使わせていただきます！



SabanさんFarewell FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120523FFP/120523FFP.html[2016/09/26 17:32:59]

 

その他，トルコのお菓子もいただきました．

ありがとうございます！
 

ずっとスルーしていましたが，

蓑島君もパーティーに参加してくれました．

 

蓑島君が遊びに向かったあと，

みんなで片づけをしてパーティは終わりまし

た．

 
Sabanさん１年間ありがとうございまし

た！！



Turkish Dinner FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120516FFP/120516FFP.html[2016/09/26 17:33:00]

Turkish Dinner FFP

May, 16, 2012

Sabanさんの招待で、新宿のトルコ料理屋に行きました．

 

トルコ料理屋「ウスキュダル」．

独特の雰囲気がありました．
 

料理が待ち遠しいのか、ソワソワしていま

す．

 

念願のトルコ料理の登場！

いつもと違う味にみんな興味津々でした．
 

和佐君がいい飲みっぷりです．

ザクロジュースですが(笑)．



Turkish Dinner FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120516FFP/120516FFP.html[2016/09/26 17:33:00]

 

難波君はとても気に入ったみたいです．  
最後にはトルココーヒーを飲みました．

カップがとてもキュートです．

 

デザートにはライスプリンが出ました．  
食後の一息．

岡崎君もご満悦の様子です．

 

Sabanさんからみんなにプレゼント！！ とても楽しいFFPでした．



Turkish Dinner FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120516FFP/120516FFP.html[2016/09/26 17:33:00]

素敵なハンカチをいただきました．
 

Sabanさん、ありがとうございました！



高木さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120501/120501.html[2016/09/26 17:33:00]

高木さん来研

May, 1, 2012

藤田研OBの高木さんが来研されました．

 

今年卒業された高木さんがいらっしゃいまし

た．
 

お土産もいただきました．

気になる中身は・・・

 

蕎麦ぼうろ？！

あっという間になくなりました．
 

久々の再開で楽しそうです．

ぜひまたいらして下さい．．



伊吹君，須永君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120427/120427.html[2016/09/26 17:33:02]

伊吹君，須永君誕生日FFP

April, 27, 2012

伊吹君と須永君の誕生日を記念して，ＦＦＰが行われました．

 

野菜スイーツ．

２年越しの登場です．
 

４月生まれの二人．

今回の主役です．

 

総括が争奪戦の火蓋を切りました．

low fatのケーキは調査済みです．
 

先生方と主役が選んだので残りを選んでま

す．

和佐君本気です．



伊吹君，須永君誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120427/120427.html[2016/09/26 17:33:02]

 

今回１番評価の低かったケーキです．

使われている野菜は"ネギ"．
 

Philipp君最初は嫌がっていたけど完食で

す．

very goooooood!!!．

 

藤田先生が街コンの話を始めましたよ．  

今回のベストショット!．

４月生まれのお二人，おめでとうございま

す．



加藤君，Philipp君，B4歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120409FFP/120409FFP.html[2016/09/26 17:33:03]

加藤君，Philipp君，B4歓迎FFP

April, 9, 2012

加藤君と，Philipp君，B4の歓迎FFPを自由が丘の居心伝で行いました．

 

まずはみなさんビールで乾杯です．

ようこそ藤田研究室へ．
 

今年度最初のFFP．

新メンバーを含め，盛り上がっています．

 

ここで，毎年恒例自己紹介！！

年長者から順番にしていきました．
 

紙面の都合上，新メンバーの写真だけアップ

します．

まずはPhilipp君です．

もうお箸もかなり上手に使えるようになりま



加藤君，Philipp君，B4歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120409FFP/120409FFP.html[2016/09/26 17:33:03]

した．

 

加藤君です．

噂していた通りリア充って感じです．
 

つぎは，青木君です．

青木君は合気道部に入っており，

趣味は水泳です．

 

井上君です．

テニサーだったらしく，

研究室のテニスプレーヤー人口が増えまし

た．

 

そして，森君です．

小柄ですが，なんと高校のときは柔道をやっ

ていたそう．

いまはオーケストラでヴィオラを弾いていま

す．



加藤君，Philipp君，B4歓迎FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120409FFP/120409FFP.html[2016/09/26 17:33:03]

 

みんなで集合写真です．今年度もよろしくお

ねがいします．
 

そして，2次会の模様を少しお届けいたしま

す．



B4研究室配属

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120409/120409.html[2016/09/26 17:33:10]

B4研究室配属

April, 9, 2012

今日は熾烈なじゃんけん争いを経て，3人のB4が藤田研究室に配属しました．

 

あらたに藤田研に配属となった4年生です．

左から，井上君，森君，青木君です．
 

恒例の自己紹介カード．

何を書こうか悩みながら書いています．



Philipp君来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120405/120405.html[2016/09/26 17:33:11]

Philipp君来研

April, 5, 2012

ドイツのStuttgart大学からの留学生，Philip君が来研しました．

 

Philip君と無事に合流．

飛行機乗換のハプニングでお疲れです．
 

急遽特急を使って快適に移動．

ブイっ．

 

寮の前で記念撮影．

どうにか交通機関がストップする前に到着．
 

遅いお昼を渋谷にて．

初めてのそばを初めての箸で．



Philipp君来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/120405/120405.html[2016/09/26 17:33:11]

 

日を改めてチューターの須永君と記念撮影．

Philip君は少し緊張しているようです．
 

さっそく自己紹介などをしています．

ようこそ，藤田研へ．よろしくおねがいしま

す．



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:33:34]

お土産・季節のたより 3月

3月5日

卒業旅行でフランスに行ってきた

杉山君，青木君，森君から

チョコレートとクッキーのお土産です．

さすがフランス！のおいしさでした．

3月11日

制御部門大会に参加してきた和佐君，加藤君からのお土産です．

くまモンのクッキー・・・あれ？熊本じゃなくて福岡に行ってきたはずでは・・・．

でもおいしかったので問題ありません！

3月18日

旅行で沖縄に行ってきた森君から

ちんすこうのお土産です．



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:33:34]

普通のちんすこうは食べ飽きただろうと，

島唐辛子風味のちょっと変わったちんすこ

う．

ただでさえ水分がほしくなるお菓子なのに，

辛さ成分も加わり飲み物必須のお菓子でし

た．

3月19日

帰省した杉山君から

クレープクッキーのお土産です．

恋人シリーズじゃないのは残念でしたが

おいしくいただきました！

3月19日

スキーに行ってきた加藤君から

黒糖こまんじゅうのお土産です．

おいしくいただきました！



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:33:34]

3月21日

旅行でスペインに行ってきた和佐君から

チョコレートとハリボーのお土産です．

チョコレートは板チョコなのに

分厚すぎて割るのが大変．

でもその労力に見合うおいしさでした！

3月21日

旅行で島根に行ってきた須永君からみやげ餅とクッキー＆ラスクのお土産です．

クッキー＆ラスクは焼きまんじゅう風という一風変わったお菓子．

みやげ餅も焼きまんじゅう風クッキー＆ラスクもおいしくいただきました！

3月22日

岡崎君の実家広島からのおみやげです．

まさかのもみじまんじゅうと



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:33:34]

ドラえもんのコラボです．

とてもおいしくいただきました．

ありがとうございます．

3月26日

井上君の旅行のおみやげです．

茨城のお土産，納豆味のうまい棒もどきと，インドのお土産スナック菓子です．

納豆味のうまい棒は納豆嫌いの和佐君には刺激が強すぎたようですが，

他の人はおいしくいただきました．

3月30日

畑中先生が京都に行った際のおみやげです．

茶だんごです．

たくさん入っていて，たくさん食べることが

できました

とてもおいしかったです．ありがとうござい



お土産・季節 3月
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ます．



お土産・季節 2月
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お土産・季節のたより ２月

2月5日

加藤君が就職活動で

大阪に行ったお土産です．

まさか．．．これは．．．

杉山君の専売特許

恋人シリーズだぁーーー!!!!

杉山君の後継者はオレだと

いわんばかりの存在感です．

さて，味はというと

やはり違いがわかりませんでした．

加藤君，ごちそうさまでした．

2月8日

藤田研OBの小林さんが来研された

際にいただいたお土産です．

備前屋の和風パイ

～手風琴のしらべ～です．

しっとりなめらかな餡を

発酵バターの香り豊かなパイで

包んだそのまろやかさは，

西洋音楽が初めて日本人の

心にじんわりしみていった頃の

手風琴の音色のような

味のハーモニー．

あの頃を懐かしく感じられる



お土産・季節 2月
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至極の一品でした．

2月18日

藤田研OBの西さんが来研された際にいただいたお土産です．

箱根の温泉まんじゅうをいただきました．

ちょうど食べやすいサイズで，皮はもちもち中の粒あんはほどよい甘さです．

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．

2月28日

岡崎君がヨーロッパから無事帰国し，

凱旋のお土産をいただきました．

全部で７つのお菓子をいただきました．

左上から，コーヒー味のチョコ，

HARIBOではなくAMPELMANNCHENのグミ，

トリュフチョコ，バームクーヘン，

チョコクッキー，チョコビスケット．

ほとんどチョコですね．

カロリーには気を付けなければ！

すべておいしくいただきました．



お土産・季節 2月
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ありがとうございました．

～追記～

AMPELMANNCHENとは

旧東ドイツで使われていた

信号機の人型マークのこと．



お土産・季節 1月
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お土産・季節のたより １月

あけましておめでとうございます．

今年も藤田研をよろしくお願いします．

1月7日

先鋒は伊吹君の帰省土産です．

日本の北からやってきました．

チョコがけクッキーの「じゃがッキー」と

「とうきびチョコ」です．

北海道では，トウモロコシは「とうきび」

だっ！

しかし，ジャガイモとチョコのコンビは

北海道土産の鉄板になりそうです．

おいしく頂きました．

学生には負けんと，畑中先生のお土産です．

日本文化重鎮の京都からどすえ．

京都の餅菓子「阿闍梨餅」です．

僧侶の名にちなんだ餡子入りの餅菓子は，

文化の重みを感じる重厚な味わいでした．

岡崎君の帰省土産で，広島から．

ロールケーキのような「平家物語」です．



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:33:39]

抹茶とバターの優雅な味わいで，

敵対する源氏のことを忘れ，

桃源郷にいるようでした．

杉山君の帰省土産です．中京の雄，愛知か

ら．

名古屋名物のコーチンのケーキやっ！

コーチンの親子が研究室に繁殖しましたっ！

大量の土産を持参する杉山君のユーモア溢れ

る一品でした．

須永君の帰省土産で，関東の僻地群馬から．

蒟蒻を使った団子ですとっ？！

「まさか，玉コン団子っ？！」と思われまし

たが，

中身は蒟蒻粉を使ったゴマ団子です．

びっくりの味で，飛ぶように無くなりまし

た．

青木君の実家巡りの土産です．

群馬土産トップ3の1つ，旅がら

すぅぅぅッ！！

本人と須永君曰く，

「お土産が重ならなくてよかったべ．」



お土産・季節 1月
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研究室に新たな群馬の風がやってきました．

〆は井上君の帰省土産で，

九州名物「かるかん」です．

独特の味わいは，うまいものいっぱいの

九州を彷彿させるものでした．



お土産・季節 12月
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お土産・季節のたより １２月

12月10日

杉山君のお土産で，

えびせんべいの「ゆかり」です．

程よい塩気とえびの風味が絶妙な

さすが老舗の味でした．

杉山君のお土産スキルの高さがうかがえま

す．

12月15日

御三方がCDCに行かれたということで

お土産をいただきました．

チョコの中にマカダミアナッツが入っていて

塩気と甘みの相乗効果で

とてもおいしかったです．



お土産・季節 11月
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お土産・季節のたより １１月

11月7日

杉山君が名古屋へ内定式に

行ったときのお土産です． 

幻の手羽先こと世界の山ちゃんと

中日のマスコット，ドアラの恋人です．

杉山君の恋人はいづこへ．．．

11月15日

畑中先生が京都に

出張されたときのお土産です．

定番のにっきと抹茶の生地に

季節の栗入りの餡を包んだ 

極上の生八つ橋です．

皆でおいしくいただきました．

ありがとうございました．

11月19日



お土産・季節 11月
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杉山君が宮城へ旅行に行ったお土産です．

ドアラに続き恋人シリーズ第２弾，宮城の恋人と石巻焼きそばです．

今回の旅行は噂のあのコと行ったのでしょうか．．．



お土産・季節 10月
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お土産・季節のたより １０月

10月1日

井上君が新潟に旅行に行ったとき買って来て

くれたおみやげです．

不思議な味がして大地の恵みを感じました．

ありがとうございました．

10月7日

西さんが工大祭の時に来研されたときに

持ってきてくださったお土産です．

秋限定の商品で，秋の味覚を味わえる

おいしいお菓子です． ありがとうございま

した．

10月7日

後藤さんが工大祭の時に来研されたときに

持ってきてくださったお土産です．

苦味の中に優しい甘さも感じられ，

印象に残るバームクーヘンでした． ありが



お土産・季節 10月
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とうございました．



お土産・季節 9月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/09/culture09.html[2016/09/26 17:33:42]

お土産・季節のたより ９月

9月13日

井上君が帰省した際のお土産です．鹿児島の「かすたどん」と大分の「とり天せんべい」です．

どちらもおいしくいただきました．ありがとうございました．

9月24日

畑中先生がアメリカに出張した際のお土産です．

中にナッツが入っていて，

しつこくない甘みでとてもおいしかったです．

ありがとうございました．



お土産・季節 8月
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お土産・季節のたより ８月

8月17日

加藤君が静岡に帰省した際のお土産です．

Ｂ級グルメで有名になった

富士宮焼きそば味のせんべいです．

おいしくいただきました．ありがとうございました．

8月20日

杉山君の実家の名古屋土産です．

ういろうは安定のおいしさでした．ありがとうございました．

8月20日



お土産・季節 8月
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岡崎君の実家の広島土産です．川通り餅という１口サイズのお餅です．

おいしくいただきました．ありがとうございました．

8月23日

青木君の日光に行ったお土産です．

さすが老舗のクッキーです．パッケージもお洒落でした．

8月23日



お土産・季節 8月
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畑中先生が兵庫に行かれた際のお土産です．

チョコとパイの組み合わせは無敵ですね．

8月27日

須永君の実家の群馬土産です．

七福神あられはその名の通り

七種類の味を楽しめました．

げんこつ揚げはかりさくの食感が

クセになります．

8月27日



お土産・季節 8月
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森君が小布施に行った際のお土産です．本当の栗とそっくりの饅頭です．

とてもボリュームがあって食べごたえがありました．

8月30日

GunterさんとMarcusさんがドイツから訪問された際のお土産です．

HARIBOは安定のおいしさです．その他にもたくさんのお菓子をありがとうございました．



お土産・季節 7月
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お土産・季節のたより ７月

7月2日

伊吹君がACCに参加した際のお土産です．

カナダ名産のメープルを使ったチョコとクッキーです．

クセのない甘みでおいしかったです．



お土産・季節 6月
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お土産・季節のたより ６月

6月8日

畑中先生が岐阜に出張された際のお土産です．

養老軒の栃の実せんべいです．

ありがとうございました．

6月12日

須永君の名古屋のお土産です．

定番のういろうと手羽先パイです．

ありがとうございました．



お土産・季節 5月
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お土産・季節のたより ５月

5月1日

高木君が来研した際に持ってきてくれました．

ありがとうございました．

5月7日

岡崎君の実家の広島のお土産です．

全部で３種類のおまんじゅうがありました．

ンー，饅頭は奥が深い．ありがとうございま

した．

5月7日

伊吹君が北海道に帰省したお土産です．あり

がとうございました．



お土産・季節 5月
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北海道の特産物をキャラメルにしてみまし

た．

おすすめはジンギスカン味です．ご賞味あ

れ！！！

5月7日

Sabanさんのお土産です．

GWに河口湖へ旅行したようです．

おいしくいただきました．

ありがとうございました．

5月8日

畑中先生のお土産です. ご家族で新潟にいかれたそうです．

柿の種は新潟の銘菓なんです！！



お土産・季節 5月
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おいしかったです．

ありがとうございました．

5月8日

Sabanさんのお土産です. 和佐君と両国で相撲観戦したそうです．

いろいろな味の煎餅を楽しめました．

ありがとうございました．

5月24日

Sabanさんからのいただきものです．

ありがとうございました．

5月31日



お土産・季節 5月
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畑中先生が京都に出張された際の

お土産です．みんな大好きな生八つ橋です．

ありがとうございました．



お土産・季節 ４月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/04/culture04.html[2016/09/26 17:33:48]

お土産・季節のたより ４月

4月5日

和佐君が上海に旅行に行った際のおみやげです．

なかなか高級そうなおチョコです．

おいしくいただきました．

4月7日

須永君の名古屋のおみやげです．

きしめん，ぱい！！！

どうやら材料にきしめんは使われていないよ

うです．

おいしくいただきました．ありがとうござい

ます．

4月9日

河合先生，村尾さんからいただいたおみやげ



お土産・季節 ４月
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です．

石川県の福うさぎです．かわいらしいうさぎ

さんです．

さつまいもの餡が大変おいしかったです．

ありがとうございました．

4月17日

井上君の京都おみやげです．

八ッ橋ではないところが井上君らしいです．

ありがとうございました．

4月23日

杉山君の名古屋のお土産です．

もちもち感がたまりませんでした．



お土産・季節 ４月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2012/culture/04/culture04.html[2016/09/26 17:33:48]

難波君は５つちかくも食べてました．

おいしくいただきました．ありがとうございます．

4月30日

伊吹君のご家族のお土産です．

お母様からは北海道から数の子の松前漬けとホタテベビーを

お兄様からは名古屋嬢をいただきました．

とてもおいしかったです．ありがとうございます．
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