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Events 2013-2014

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

3月6日

Click the picture!

畑中先生がパイオニア賞を受賞されました.

3月5日

加藤君が機械制御システム専攻副総代に選ばれました．

3月4日

キム君が4月から機械制御システム専攻修士課程に入学することが決

まりました.
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3月4-7日

Click the picture!

藤田先生，畑中先生と多くの藤田研学生が SICE 第1回制御部門マルチ

シンポジウム に参加し， 山内君，舩田君，杉本君が発表しました.

2月21日

Click the picture!

藤田先生がCRDS主催の 科学技術国際シンポジウム「イノベーション

を牽引するシステム科学技術」 に パネリストとして参加されまし

た．

2月19日

SICEに論文が一本採択されました．

2月13日

19th IFAC World Congressに論文が一本採択されました．

2月7日

http://mscs2014.sice-ctrl.jp/
http://mscs2014.sice-ctrl.jp/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.413122535498716.1073741832.170314426446196&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.413122535498716.1073741832.170314426446196&type=1
http://www.jst.go.jp/crds/sympo/20140221/index.html
http://www.jst.go.jp/crds/sympo/20140221/index.html
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ACCに論文が一本採択されました．

1月30日

和佐君が日本機械学会三浦賞を受賞しました．

1月11-13日

藤田先生主導のもと、JST-NSF-DFG国際合同ワークショップが開催さ

れました．

12月18日

藤田先生がIEEE CSS Vice-Presidentを3年間勤められ，表彰されまし

た．

12月10日～
The 52nd Conference on Decision and Control  

http://www.jst.go.jp/report/2013/140120.html
http://cdc2013.units.it/index.php
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12月14日

Click the picture!

藤田先生，畑中先生，和佐君が52nd Conference on Decision and

Controlに参加されました． 畑中先生は発表され，藤田先生は

Workshop OrganizerとSession Chairを務めました．

 

11月10-17日

Click the picture!

畑中先生がメリーランド大学に出張し、講演を行われました．

11月12日

Click the picture!

Nico Huebel君によるセミナーが開かれました．

11月8-9日 和佐君が8大学博士交流フォーラムに参加し，発表しました．
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11月7日

Click the picture!

Yen-Chen Liu先生によるセミナーが開かれました．

10月29-30日 畑中先生が第25回RAMPシンポジウムに参加され，発表されました．

10月25日

Click the picture!

藤田先生がDFGを訪問されました．

10月21日

和佐君が130周年記念博士進学エンカレッジ奨学金の奨学生として選

ばれました．



Events 2013-2014 ¦ Fujita Laboratory

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/event2013.html[2016/09/26 17:27:09]

10月18-19日 藤田先生が2013 Fall IEEE CSS Executive Committee Meetingに参加されました．

10月17日 和佐君が平成26年度日本学術振興会特別研究員(DC1)に採用されました．

10月12日

Click the picture!

藤田先生が陽久会セミナーで講演をされました．

9月14-17日

SICE Annual Conference 2013に参加されました．

藤田先生が計測自動制御学会(SICE)のフェローになりました．
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Click the picture!

7月29日

Click the picture!

広島大学の佐藤先生がセミナーをされました．

7月29-30日 藤田先生が第26回 回路とシステムワークショップに参加されました．

7月19日
CDC 2013に論文が2本採択されました．

CDC 2013にworkshopが採択されました．

6月17日

～6月19日

Click the picture!

藤田先生がJST CREST の研究総括としてNSF本部を訪問されました．

藤田先生がThe 2013 American Control Conferenceに参加されまし

た．

藤田先生がIEEE CSS June Excom meeting, BoG meetingに参加されま

した．

http://a2c2.org/conferences/acc2013/
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5月23日

～5月24日

藤田先生が宗谷岬ウインドファーム見学会に参加されました．

5月15日

～5月17日
山内君がSCI'13に参加し，発表をしました．

5月10日

～5月12日

Click the picture!

藤田先生が京都にてIEEE CSS May Executive Committe Meeting

(ExCom)に参加されました．

5月8日 1st Systems and Control Seminar

Click the picture!

Boston UniversityのChristos G. Cassandras先生，

Colorado State UniversityのEdwin K. P. Chong先生，

University of California, RiversideのJay A. Farrell先生， 

Georgia Institute of TechnologyのMagnus Egerstedt先生

がセミナーをされました．



Events 2013-2014 ¦ Fujita Laboratory

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/event2013.html[2016/09/26 17:27:09]

5月7日

藤田先生がIEEEのSenior Memberになりました．

4月24日

藤田先生が H25年度「EMS」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．

動画はこちら．

■ Official Event (行事)     

3月26日  2月18日  2月10日

  

専攻・学部学位授与式  学士論文研究最終発表会  修士論文研究最終発表会

11月20日  9月25日  8月8日

http://www.jst.go.jp/kisoken/crest/pdf/EMS_setumeikai.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=x81eOA0QTtU
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学士論文研究中間発表会  学位授与式  修士中間発表会

8月7日  6月29日  6月28日

  

和佐君修士論文発表会  創造設計第一試技会  伊吹君博士論文発表会

■ Laboratory Event (イベント)     

3月26日  3月26日  3月20日

  

第2回HFP夜の部  第2回HFP昼の部  須永さん来研

3月17日  3月4日  2月25-26日
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第1回HFP  
第１回NFP(Namerikawa Family

Party)
 スキー旅行

2月18日  2月12日  1月4日

  

修論・卒論お疲れFFP  須永さん来研  初詣2014

12月20日  12月6日  12月4-7日

  

忘年会  FFP Stuttgart  Stuttgart訪問

11月18日  11月5日  11月2日
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五十嵐さんの結婚式  
和佐君DC選出おめでとう＆難波

君山内君誕生日おめでとうFFP
 FFP55

10月9日  9月25日  9月19日

  

Daniel君Farewell＆伊吹君就職おめでとう＆

Jonas君Vesa君牧原君歓迎FFP
 

藤田先生のお孫

さん誕生
 

Anuradha Annaswamy先

生，Mandayam Srinivasan先生来研

9月24日  9月13日  9月11日

  

Vesa君Jonas君来日  
Lucy Pao先生，Daniel Zelazo先生

来研
 東北旅行

9月2日  8月23日  8月8日
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富士登山  Davidさん来研  

Christoph君Farewell＆和佐君修論

最終発表お疲れ＆加藤君難波君中

間発表お疲れFFP

8月7日  8月1日  7月18日

  

伊吹君博論発表お疲れ＆宮沢君誕

生日FFP
 岡野さん来研  Daniel君のお母様来研

7月9日  7月5日  6月21日

  

夕食会  
Christoph君 Welcome ＆

伊吹君博論お疲れFFP
 須永さん来研

6月18日  6月6日  5月22日
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Christoph君来研  
西山さん，和佐君，金君誕生日

FFP
 Johannes君 Farewell FFP

4月22日  4月15日  4月8日

  

伊吹君誕生日，加藤君，難波君内

定FFP
 ゲスト来研  歓迎FFP

■ Others (土産・風景)     

MARCH  FEBRUARY  JANUARY

  

DECEMBER  NOVEMBER  OCTOBER

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/130618/130618.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/130606FFP/130606FFP.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/130522FFP/130522FFP.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/130422FFP/130422FFP.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/130415/130415.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/130408FFP/130408FFP.html
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SEPTEMBER  AUGUST  JULY

  

JUNE  MAY  APRIL

  

© Fujita Laboratory
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SICE 第1回制御部門マルチシンポジウム

March, 4-7, 2014

SICE 第1回制御部門マルチシンポジウムが調布の電気通信大学で行われ, 

杉本君, 舩田君, 山内君がポスター発表で参加しました.

 

杉本君はポスターの前で余裕の笑顔.  真剣な表情で説明する山内君.

 

授賞式では, 畑中先生がパイオニア賞を受賞

されました.
 

パイオニア技術賞は慶応の滑川先生が受賞さ

れました. 藤田研究室関係者の同時受賞です!



SICE 第1回制御部門マルチシンポジウム

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140306/140306.html[2016/09/26 17:27:14]

 

娘さんもパパの受賞をとても喜んでいます！  
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CDC

December, 10, 2013

藤田先生，畑中先生，和佐君は52nd Conference on Decision and Control(CDC)に参加しました．

畑中先生は発表し，藤田先生はSession Chairを務めました．

 

会場のPalazzo dei Congressi．  メイン会場の風景．

 

Award Ceremonyにて．藤田先生はBest

Student-Paper AwardのPresenterを務められ

ました．

 
Oliwer Sawodny先生はTCST Outstanding

Paper Awardを受賞されました．



CDC
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最終日最終セッションで我々のグループの発

表がありました．Session Chairは藤田先生が

務められました．

 
畑中先生の発表の様子．威風堂々とした発表

でした

 

伊吹さんの発表の様子．英語発表もこなれて

います！
 

セッション終了後，Robert Mahony先生と

ディスカッションしました．素晴らしい機会

です！

 

メインはこんなおいしいお肉を頂きました．



CDC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131210/131210.html[2016/09/26 17:27:16]

打ち上げはこんなお店で．  
想定外のヘビー級分量でした．

 

おまけ．PisaにてDuomo広場から見た斜

塔．やはり傾いています．
 

FlorenceにてSignoria広場から見たDuomo．

どの角度でも絵になります．

 

Duomoの頂上(Cuppola)まで登ってみまし

た．
 

帰国時に機体トラブルで4時間待たされた

Zurich空港にて．やはり物価が高かった．こ

の人もしっかり勉強してきました．
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November 10, 2013

Nikhil Chopra先生、その奥さんと食事中で

す。



FFP
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Nico君来研

November, 12, 2013

 

伊吹さんによる研究室紹介です．   おなじみiPad．

 

三平研の実験を見せてもらいました．   藤田先生と久しぶり(？)の会話です．

 

Nico君によるセミナーです．   その後食事会が開かれました．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131112/131112.html[2016/09/26 17:27:19]
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Yen-Chen Liu先生来研

November, 7, 2013

 

Yen-Chen Liu先生です．  
いつも通り研究室紹介を兼ねて実験をお見せ

しました．こちらはVMOの実験．

 

同期の実験．   もう一つ同期の実験．

 



FFP
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被覆制御の実験．   その後セミナーがありました．

食事会も開かれました．
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DFG訪問

October 25, 2013

藤田先生がDFGを訪問されました．

左の方はDFG関係者，右の方はUniversity of

StuttgartのFrank Allgower先生です．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131012/131012.html[2016/09/26 17:27:27]

陽久会セミナー

October, 12, 2013

工大祭にて制御OBを集めたセミナーが開催されました。

 

西８号館の１０階で開催されました。  
藤田先生はこのようなテーマのスライドにつ

いてお話されました。

 

山北先生はIDCロボコンについてお話されま

した。
 

実際の参加者も感想などを発表していまし

た。



FFP
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September, 16, 2013

藤田先生が計測自動制御学会(SICE)のフェローになりました．
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佐藤先生来研

June, 29, 2013

広島大学の佐藤先生が来研されました．

 

確率システムに関してのプレゼンです．

授業ではあまり深く扱われなかった箇所であ

り

興味深かったです．

  プレゼン終了後B4が実験紹介をしました．



FFP
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NSF本部

June, 17, 2013

藤田先生がJST CRESTの研究総括としてNSF本部を訪問されました．

 

NSFの会議風景です．  

NSF Assistant Director

Prof. Pramod Khargonekar

のオフィスにて．



FFP
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IEEE CSS May Executive Committe Meeting

May, 10, 2013

藤田先生が京都にてIEEE CSS May Executive Committe Meeting (ExCom)に参加されました．

 

 



FFP
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1st Systems and Control Seminar

May, 8, 2013

今年度初Systems and Control Seminarです。

著名な先生が4人も講演をしてくださいました。

 

今回公演される四人の先生方です．

世界で活躍されている滅多にお目にかかれな

い方々です．

 

一人目はBoston Universityの

Christos G. Cassandras先生です．

電気自動車で目的地に行く際に，

目的地までへの到着時間という観点で

どの経路でバッテリーを充電すれば最適なの

かということを一台の場合と複数台の場合を

対比して説明してくださいました．

 



FFP
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二人目はColorado State Universityの

Edwin K. P. Chong先生です． 無人飛行機を

地上の目標物に追従させるための

方法としてPOMDPsという手法について

説明してくださいました．

 

三人目はGeorgia Institute of Technologyの

Magnus Egerstedt先生です． 群ロボットへ

の

指令系統をどのようにすべきかという事を

説明してくださいました． 特に，リーダー

を作って指令を与えるものとは違い，

群ロボット全体の行動の「流れ」を指令する

方法が興味深かったです．

 

四人目はUniversity of Californiaの

Jay A. Farrell先生です． 複数台のカメラで

ある場所の情報を得る際に，

どのようなネットワークやカメラに対する制

御系を組めば， より有用な情報を沢山得ら

れるかという事を説明してくださいました．

 

講演後，東工大の他研究室の先生方も一緒に

昼食に向かわれました． お忙しい中，興味

深い講演をありがとうございました．



FFP
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先に到着された二人の先生方を藤田先生方

が迎えに行かれ，夕食を共にされました．
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専攻・学科学位授与式

March, 26, 2014

 

杉本くんが研究室間交流を広げたいと一言

宮沢くんは予定があり参加できず…

「舩田，撮り忘れたから一人で壇上に立っ

て」

それなんて罰ゲーム？

 
続いて，専攻授与式．

まずは，加藤くん．

 

次に難波くん．   そして，和佐君は三浦賞受賞のスピーチ．



専攻・学科学位授与式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326/140326.html[2016/09/26 17:27:32]

 

藤田研OBの花井さんと一緒に，

喜びの記念撮影．
 

今日で加藤くんが藤田研に来るのは最後．

今までありがとうございました．

またいつでも遊びに来てください．



学士論文研究中間発表会
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学士論文研究最終発表会

February, 18, 2014

 

平成25年度学士論文研究最終発表会．トッ

プバッターは杉本君.
  続いて舩田君．

 

最後は宮沢君の発表．

戻る

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/event2013.html


修士論文研究最終発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140210/140210.html[2016/09/26 17:28:07]

修士論文研究最終発表会

February, 10, 2014

 

まず加藤君．   質問に堂々と答えていた印象．

 

次に難波君．  
直前練習にはなかった例のアニメーションが

印象的でした．



学士論文研究中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131120/131120.html[2016/09/26 17:28:08]

学士論文研究中間発表会

November, 20, 2013

 

平成25年度学士論文研究中間発表会．

トップバッターは杉本君.ともて落ち着

いていた印象.

 

続いて舩田君．写真は伊吹先生との質疑応答

の様子.有意義なディスカッションとなりま

した.

 

最後は宮沢君の発表．こちらも有意義

なディスカッションとなりました.みな

さんお疲れ様でした.



学士論文研究中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131120/131120.html[2016/09/26 17:28:08]

 

藤田研のカットマン.無事終わり緊張の糸も

切れた様子.
 

発表後はちょっとした打ち上げということで

ピザを注文．食べ飲みしながら発表を省みま

した.

食らいつく仲野氏.

戻る

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2013/event2013.html


FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130925/130925.html[2016/09/26 17:28:11]

学位授与式

September, 25, 2013

蔵前会館にて伊吹君と和佐君が学位を授与されました。

 

 

 

 

 



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130925/130925.html[2016/09/26 17:28:11]

 

 

 

 

 



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130925/130925.html[2016/09/26 17:28:11]

 

 

 

 

 

 



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130808/130808.html[2016/09/26 17:28:12]

修士中間発表会

August, 8, 2013

加藤君と難波君がポスター発表をしました.

 

午前の発表では加藤くんが発表．

大山先生と倉林先生が聞いています．
 

午後に発表を行う難波くんのポスターを

和佐くんが説明しているという光景．

 

他の藤田研の学生も各々の興味がある

ポスターの説明を聞いています．
 

畑中先生と伊吹くんはクリスくんと

日本の修士発表を始めとした大学の制度と

世界の制度の比較をしていました．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130808/130808.html[2016/09/26 17:28:12]

 

休憩中，藤田先生が難波くんのポスター発表

を

聞きたいというオファーをして，

予期していなかった発表を行なっています．

N「ビックリしたぁ…」

 

休憩が終わり、難波くんが発表する午後の

部．

大山先生と山北先生に発表をしています．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130807/130807.html[2016/09/26 17:28:13]

和佐君修士論文発表会

August, 7, 2013

和佐君が修士論文を発表しました．

 

創造設計第一でも使われた会場です．  
ゲーム理論を利用したマイクログリッド間の

電力融通に関する論文です．

 

質問タイムです．心の準備はOK?   和やかな雰囲気で何よりです．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130629/130629.html[2016/09/26 17:28:15]

創造設計第一試技会

June, 29, 2013

創造設計第一試技会が石川台3号館で開催されました．

 

今年のフィールドです．

南5号館の改修をテーマにしています．
 

出場マシンです．

使用可能な材料が決まっているため

見た目の似たマシンが多いです．

 

塚越先生がルール説明をされています．  
山北研学生による

今回の大会のイメージムービーです．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130629/130629.html[2016/09/26 17:28:15]

 

空圧でボールを飛ばすマシン．   アームでボールや柱をつかむマシン．

 

筒にボールを入れるマシン．

実はアームも付いています．
 

F君が持っていた藤田研の本読み資料に

興味を示してくれた学生の方。

是非、藤田研へ!!

 

コスプレ1人目．   コスプレ2人目．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130629/130629.html[2016/09/26 17:28:15]

 

※漢  
ファンの皆様もといロ技研部員．

これは狙ってますね…間違いない．

 

畑中先生とご家族も観戦に来られました．   決勝戦の様子です．

 

決勝線終了後のインタビュー．

マシンは割りと似ています．
  副学長による講評です．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130629/130629.html[2016/09/26 17:28:15]

 

今年のIDC参加者です．

メイドの人は人気投票により選ばれていま

す． 

1週間後から始まるブラジルでの大会での

活躍を期待しています!!

  「計画通り…！」



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130628/130628.html[2016/09/26 17:28:16]

伊吹君博士論文発表会

June, 28, 2013

伊吹君が博士論文を発表しました。

 

南8号館にある部屋が会場となりました。   机を並べ替えました。

 

発表中です。皆熱心に聞いています。  
藤田研学生は馴染み深いVMOに関する論文

です。



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130628/130628.html[2016/09/26 17:28:16]

 

質疑応答です。   難しい質問にも卒なく答えます。



第二回HFP(夜の部)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326HFP2/140326.html[2016/09/26 17:28:18]

第二回HFP(夜の部)

March, 26, 2014

 

無事に学位を取得し，HFP夜の部へ

ピザやドリンクがどんどん運び込まれます．
  みんな揃い，夜の部スタート．

 

三浦賞受賞ということで

和佐さんがスパークリングワイ

ン"SAKURA"を

プレゼント．みんな興味津々です．

 

それでは，早速乾杯．

コンサルに行く難波君が撮影，

写真の構図が良いセンスです．



第二回HFP(夜の部)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326HFP2/140326.html[2016/09/26 17:28:18]

 

藤田研OBの花井さんも藤田先生にプレゼン

ト
 

次に，加藤くんと舩田くんの誕生日HFPの

ケーキ

自由が丘の有名なお店とのことです．

 

みんなどのケーキにするか選んでいます．  

次に，今日が誕生日の仲野くんに

舩田くんと宮沢くんからプレゼント．

「髪型が簡単に変えられるだけじゃなくて，

ひげも付いているんですよ!!」

 



第二回HFP(夜の部)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326HFP2/140326.html[2016/09/26 17:28:18]

藤田先生も興味津々．  

「どっかの森奥にいそう」，「ロックやって

そう」と

好評，プレゼントした舩田くんと宮沢くんも

嬉しそうです．

 

他の人もやってみることに．

舩田くんは口ひげとあごひげスタイル．
  金くんはなんか音楽家みたいな印象に…

 

山内くんは…

何かが足りない気がする…
 

このあと他の研究室にも突撃しました．

研究室に残る人もそうでない人も

これからもよろしくお願いします．



第二回HFP(昼の部)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326HFP1/140326.html[2016/09/26 17:28:20]

第二回HFP(昼の部)

March, 26, 2014

 

まず昼の部，B4が卒業式に出てるので，

M1やM2の学生が準備をしています．
 

藤田先生からお祝いとして

お寿司をご馳走になりました．

 

おいしそうなコーラですね．

ところで，醤油入れはどこに置いたっけな…
  B4も帰ってきて，昼の部開始．

 



第二回HFP(昼の部)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326HFP1/140326.html[2016/09/26 17:28:20]

藤田先生がこれからは世代交代し，

畑中先生が藤田研究室のボスになると

お話しています．

  みんな，お寿司を美味しく頂いています．

 

次に，プレゼントの時間．

M2から藤田先生にはタンブラー．

コーヒーをよく飲む藤田先生，嬉しそうで

す．

 
畑中先生にはマッサージ器．

「プレゼント逆じゃね？」

 



第二回HFP(昼の部)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140326HFP1/140326.html[2016/09/26 17:28:20]

研究室へはB4からミルク泡だて器．

これで色んなコーヒーを手軽に作れますね．

キャラメルソースなども順次入荷予定？

  ここまで昼の部．



須永さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140320/140320.html[2016/09/26 17:28:26]

須永さん来研

March, 20, 2014

説明会で大学に来られていた須永さんに，研究室に

も寄っていただきました．今回はドクター学生の就

職，制御工学を専攻としていた学生に寄せられる期

待などについてお話を聞くことができました．あり

がとうございました．



HFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140317/140317.html[2016/09/26 17:28:28]

第一回HFP

March, 17, 2014

 

今回は畑中先生の奥様の手作りケーキと，二

子玉川で買ってきたケーキです．
  と，酒．

 

美味しく頂きました．  
畑中先生はパイオニア賞を受賞されました．

おめでとうございます．

 



HFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140317/140317.html[2016/09/26 17:28:28]

この3人は誕生日です．ばっくれ通すことが

出来ませんでした．
  全体風景.

 

最近酒は自粛気味な人.   -ω- ・ー・



第１回NFP(Namerikawa Family Party)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140304NFP/140304NFP.html[2016/09/26 17:28:29]

第１回NFP(Namerikawa Family Party)

March, 4, 2014

４月から教授に昇進される滑川先生を祝して第１回NFPが催されました．

 

主役はもちろん滑川先生です．  
藤田先生「これからは滑川教授に面倒を見て

もらいなさいね」

 

若手「は，ははーっ」   滑川教授の貴重なお言葉．

 



第１回NFP(Namerikawa Family Party)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140304NFP/140304NFP.html[2016/09/26 17:28:29]

サプライズでスイーツをプレゼント．   さっそく記念写真．

 

記念写真その２．  
翌々日には調布にてすぐに第２回NFPも．さ

すがの人望です！



スキー旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140225/140225.html[2016/09/26 17:28:30]

スキー旅行

February, 25-26, 2014

スキー旅行に行ってきました.

 

やってきました白馬八方尾根. いきなり雪

降ってます.
 

滑れる組のひとたち. 下に取り残された2人が

心配.

 

インドア派の舩田君ですがスキーは上手.  
北欧出身のVesa君. あちらではスキーよりス

ノーボードの方が人気らしいです.



スキー旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140225/140225.html[2016/09/26 17:28:30]

 

夜はみんなで飲みながら雑談. コップを買い

忘れてワインは飲めませんでした.
  2日目は山頂へ. よく晴れて景色がきれい.

 

このでこぼこ急斜面を降るのは大変でした.  



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140218FFP/140218FFP.html[2016/09/26 17:28:32]

修論・卒論お疲れFFP

February, 18, 2014

 

今回は非常に近場な大岡山のモツ鍋屋です．  
左に加藤君，難波君，宮沢君．修論，卒論お

疲れ様です．

 

右に杉本君，舩田君．卒論お疲れ様です．  
こちら側の席の人は藤田先生から色々とお話

を頂きました．

 



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140218FFP/140218FFP.html[2016/09/26 17:28:32]

難波君，宮沢君が冷えてギトギトになった何

かにチャレンジ．
  まずい，もう一杯！

 

あちら側のメンバーの写真はこれだけでし

た．
  最後に集合写真．



須永さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140212/140212.html[2016/09/26 17:28:33]

須永さん来研

February, 10, 2014

もはや定例イベントとなりつつある須永さん来研．

今回はB4が就活などについて色々お話を頂きまし

た．有難うございました．



初詣

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140104/140104.html[2016/09/26 17:28:36]

初詣

December, 20, 2013

初詣2014 in 明治神宮．

 

とりあえず南神門前で記念撮影.キマってま

す.
 天気にも恵まれました.

 

和佐さんから絵馬のプレゼント.各々の一年

の抱負を書き綴りました.
 

こちらは、絵馬を書くJonas君.真剣な表情で

す.



初詣

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/140104/140104.html[2016/09/26 17:28:36]

 

この写真はJonas君による撮影.絵馬って読ん

でて飽きないですよね.
 

余談：当日は原宿の臨時口が開いていまし

た.



忘年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131220/131220.html[2016/09/26 17:28:46]

忘年会

December, 20, 2013

自由が丘で忘年会が開かれました．

 

とり鉄という居酒屋です．   今回は藤田先生も参加されました．

 

留学生率高いです．   年齢層高いです．

 



忘年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131220/131220.html[2016/09/26 17:28:46]

普通です．   笑顔固いよ！何やってんの！

 

セルフピース．   今回の酔いつぶれた人．

 

こちらの方は余裕です．   集合写真．



FFP Stuttgart

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131206/131206.html[2016/09/26 17:28:47]

FFP Stuttgart

December, 6, 2013

 

StadtmitteにてFFP Stuttgartを開催しまし

た．僕たちにとって懐かしいメンバーが集

まってくれましたよ！！ 左からYasuaki,

Nico, Daniel, Tatsuya, Gunter, Jay, Phillip,

Johannes, Adrian, Marcus.

 
2件目はドイツなので，ビールバーです．週

末なので，大賑わい！！

 

飲み始めなので，みんな元気です．  

2時間経過．和佐君数リットルのアルコール

摂取のため，睡魔が襲ってきています．「頑

張れ！」とっても楽しい夜でした．



Stuttgart訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131204/131204.html[2016/09/26 17:28:53]

Stuttgart訪問

December, 4-7, 2013

和佐君は三平研の伊吹先生と共に12/4から12/7までStuttgartを訪問しました．

 

Stuttgartのターミナル駅，Stuttgart

Hauptbahnhof．15時間超のフライトで少し

疲れ気味？

 

初日はGunter君の自宅に宿泊させて頂きま

した．ドイツの家庭料理を振る舞って頂き，

大満足．

 

この日はUniversitat駅にあるUniversity of

Stuttgartを訪問しました．まず，伊吹先生が

講演をされました．

 
我々の予想を超える多くのISYSの学生が参加

してくれました．感謝感激です．



Stuttgart訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131204/131204.html[2016/09/26 17:28:53]

 

授業風景．朝8時から90分講義していまし

た．東工大生は遅刻必須かな？
 

Oliver Sawodny先生にご挨拶．貴重な体験で

恐縮です．大変お世話になりました．

 

多くの研究を紹介して頂きました．   象の鼻を模擬したもの．

 

フライトシミュレータに近い装置．  
以前の伊吹先生にならって，和佐君も助手席

に座ってSawodny先生とフリートーク．



Stuttgart訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131204/131204.html[2016/09/26 17:28:53]

 

Sawodny先生に連れて頂いた昼食のお店．

貴重な体験で恐縮です．
 

ISYSの建物にはキッチンルームがありまし

た．立派なコーヒーメーカーです．

 

Frank Allgower先生ともご挨拶させて頂きま

した．大変恐縮です．非常にためになるお話

を聞かせて頂きました．

 

藤田研に留学しに来てくれた5人のメンバー

に研究紹介させてもらう機会を作って頂きま

した．個人的には多くの課題が残る苦い経験

でした．

 

偶然にもAllgower先生主催の授業のRobot



Stuttgart訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131204/131204.html[2016/09/26 17:28:53]

Contestが開かれていたので，見学しまし

た．競技内容は「ROBORACE」．学生が制作

した"Benz"が自動走行していました．

 
Master Studentが利用するISYSの学生室で

す．

 

Gunter君がStuttgartの観光案内をしてくれま

した．多くの場所でChristmas Marketが開か

れていました．写真はHauptbahnhof駅の

Marketです．

 

有名なホットなワイン，"Gluhwein"．一気飲

みは厳しいです．カップを返却すると25セ

ント返してくれました．とてもエコです．

 

夜にもEsslingenのChristmas Marketに出没．

ショーや仮装している人など雰囲気がいいで

す．

 
ここからJohannes君も合流しました．大人

が無邪気に遊べるコーナーもありました．



Stuttgart訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131204/131204.html[2016/09/26 17:28:53]

 

イルミネーションをバックに記念写真．右か

ら2番目は豊橋技術科学大学の渋谷さんで

す．

 
残り2日間はJohannes君の自宅でお泊りさせ

て頂きました．Dankeschon!



五十嵐さん結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131118/131118.html[2016/09/26 17:28:55]

五十嵐さんの結婚式

November, 18, 2013

藤田研OBの五十嵐さんがご結婚されました！おめでとうございます！

 

 

 

 

 



五十嵐さん結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131118/131118.html[2016/09/26 17:28:55]

 

 

 



FFP
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和佐君DC選出おめでとう＆難波君山内君誕生日おめでとうFFP

November, 5, 2013

 

今回は色々な食べ物がありました。まずはい

つも通りケーキ。
  金塊。

 

一口サイズのケーキ。   クッキー☆

 



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131105/131105.html[2016/09/26 17:28:57]

和佐君です。DC選出おめでとうございま

す。
 

難波君と山内君です。お誕生日おめでとうご

ざいます。

 

FFP55に関して藤田先生が紹介して下さいま

した。
  眼差しが真剣過ぎます。

 

mgmg   野 獣 の 眼 光



FFP55

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131102/131102.html[2016/09/26 17:29:01]

FFP55

November, 2, 2013

藤田先生の55歳のお誕生日を記念して金沢でFFPが開かれました．

 

 

 

 

 



FFP55
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FFP55
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FFP55
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FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131009/131009.html[2016/09/26 17:29:08]

Daniel君Farewell＆伊吹君就職おめでとう＆Jonas君Vesa君牧原君歓

迎FFP

October, 9, 2013

 

目黒のすき焼き屋です．   Jonas君とVesa君．

 

Daniel君．しばらく帰ってこない内に真っ黒

になりました．
  牧原君．

 



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131009/131009.html[2016/09/26 17:29:08]

遅れて登場した伊吹君．眩しすぎる．  
Daniel君にプレゼント．扇子かと思ったら箸

でした．

 

いつも通りこの人が何か言いましたが覚えて

ないです．
  もう一つプレゼント．こっちは扇子でした．

 

更にもう一つ．おでんの模型？  
次はDaniel君から畑中先生に沖縄みやげをプ

レゼント．



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/131009/131009.html[2016/09/26 17:29:08]

 

伊吹君にはお酒です．   最後に集合写真



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130925a/130925.html[2016/09/26 17:29:09]

藤田先生のお孫さん誕生

September 25, 2013

かわいいお孫さんです．

これからの成長が楽しみですね．

藤田先生，おめでとうございます！！



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130919/130919.html[2016/09/26 17:29:14]

Anuradha Annaswamy先生，Mandayam Srinivasan先生来研

September, 19, 2013

 

 

 

 

 



FFP
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Vesa君Jonas君来日

September, 13,24, 2013

留学生２人分です。

 

Vesa君と仲野君   Jonas君と山内君



FFP
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Lucy Pao先生，Daniel Zelazo先生来研

September, 13, 2013

 

畑中先生の紹介の後，VMOの実験．実験者

は代理ですが服がアレなせいで誰なのかすら

良く分からない．

 
続いてオムニの実験．まずはattitude。この

日やっと旗に棒を追加しました。

 

次にcoverage。堅苦しい実験をエンターテ

イメントに変えられる。そう、iPadならね。
 

講演会場にて．小型クアッドが編隊を組んで

飛行している動画には心底驚きました。



FFP
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その後、写真の３人で東京観光．   スカイツリーも観光したようです．

 

 



東北旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130911/1309.html[2016/09/26 17:29:18]

東北旅行

September 11-12, 2013

和佐君，仲野君，山内君，杉本君で東北に行きました．

 

一日目   二日目

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130911/130911.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130911/130912.html


FFP
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富士登山

September, 2～3, 2013

研究室旅行第一弾

 

五合目から出発！

各自，服装や装備の点検をしています．
 

一回目の休憩をしているところ．

雨の中、深呼吸や栄養補給を行っています．

 

登っているうちに天候が良くなって来て，

あちらこちらできれいな虹が出ていました．
 

F君の姿が見当たらないと探していたら，

こんなところに体型がよく似た不審者が．



FFP
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中間地点あたりでの休憩．

みんなまだまだ元気です．
 

富士山のポーズ

この休憩場所で味噌汁やココアを飲みまし

た．

味噌汁がこんなに美味しいなんて…

 

山小屋到着! 

夕飯は照り焼きハンバーグ付きのカレーで

す．

明日のための活力が出てきました．

 

寝室での写真．

屋根裏部屋みたいで，広くはなかったです

が，

だからこそ，会話が弾んで楽しかったです．

 



FFP
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星が綺麗な中，同じツアーに参加していた，

大学生の方に撮って頂きました．

教育系の方とのことで，話が盛り上がりまし

た．

撮影，ありがとうございました．

 

頂上への登山を前に，山小屋前で記念撮影．

ご来光間近というのが空の色から分かりま

す．

 

見えた!! 御来光!!

皆，足を止めて記念撮影を行っていました．

次は，登頂だ!!

 

頂上間近です．

みんな，石段を頑張って登って

鳥居をくぐって行きました．

この石段がつかれた体にはキツイ．

 



FFP
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誰一人欠くこと無く，山頂にたどり着きまし

た．

だれもが，達成感を口にしていました．

 

下りはあっというま! 写真をとりそびれるほ

どに!

帰りには皆疲れていましたが，

良い旅行だったと口々に言っていました．

明日からの本読み頑張るぞ!!



FFP
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Davidさん来研

August, 23, 2013

藤田研OBのDavidさんが来研されました．

 

B4が実験を紹介しています。  
実はこの方がボロノイ実験の元祖らしいで

す。



FFP
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Christoph君Farewell＆和佐君修論最終発表お疲れ＆加藤君難波君中

間発表お疲れFFP

August, 8, 2013

タイトル長スギィ！

 

渋谷のとある店です．

暗い店内，ほんのり明るい水槽など

大人の雰囲気満載．

  奥二人が加藤君と難波君．

 

右側の席の二人がChristoph君と和佐君．  
「そんなに呑んで大丈夫か？」

「大丈夫だ，問題ない．」(フラグ)



FFP
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幹事の山内君から皆のメッセージが

書かれた色紙が渡されます．
 

和佐君からは漢字たっぷりの風呂敷．

Y「センスいいですね！」

そうじゃないです．

 

更に折り紙と和紙も．

何かいいネタ無いですかね．
  興味深そうに見ています。

 

後ろのピースを物ともしないこの行動！
  最後に集合写真。



FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130808FFP/130808FFP.html[2016/09/26 17:29:23]

そこにシビれる！あこがれるゥ！

 

二次会はカラオケです．

この部屋は洋楽メインだったようです．
 

こっちは今時の歌がメイン．

私はアニソンしか分かりません．



FFP
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伊吹君博論発表お疲れ＆宮沢君誕生日FFP

August, 7, 2013

以上のFFPを行いました．

 

今回はパフェです．

見た目も実際のお値段も高級です．
 

主役の二人です．

お疲れ様です＆おめでとうございます．

 

皆表情が硬い写真しかありませんでした．

写真係何やってんの！
 

本来は翌日のはずでしたが，

事情によりここで学位記(?)が授与されまし

た．



FFP
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和佐君からは扇子です．

Y「センスいいですね！(激寒)」
  Christoph君の満面の笑み．



FFP
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岡野さん来研

August, 1, 2013

石井研の岡野さんが来研されました。

 

恒例の実験紹介。

「説明をもっと上手くね。」
  しばし歓談。



FFP
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Daniel君のお母様来研

June, 17, 2013

Daniel君がお母様を連れて来研しました。

 

伊吹君がDaniel君のお母様に英語で話し

Daniel君がドイツ語でお母様に伝える

日本語を含めると3ヶ国語が飛び交う事態．

 

今夜，Daniel君とお母様が夕食で行く，

お寿司屋さんはどこがいいかを調べていま

す． 

回転寿司が面白そうということで，

お店が決まったようです．

早速、Daniel君が持ってきたおみやげを頂きまし

た．

ドイツ語で美味しいというのは「lecker」(レッ

カー)と

言うことをDaniel君のお母様から教わったので

一同「lecker!!」



FFP
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夕食会

July, 9, 2013

畑中先生の執筆された本の共著者であるN. Chopra先生と藤田研一行が夕食を共にされました。

 



FFP
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Christoph君 Welcome ＆ 伊吹君博論お疲れFFP

July, 5, 2013

新宿でFFPを行いました．

 

新宿のオフィスビルにある

和食屋が会場となりました．
  ベジタリアンのChristoph君もご満悦．

 

ラストの食べ物なのに

まだまだ余裕そうな伊吹君．
 

山内君は何故か柱に掴まり，

和佐君はいつも通りカメラ目線．



FFP
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地味に食べるB4二人．  
娘さんのことについてお話されていた

(場面だった気がする)

 

この後数人はボーリングへ，

更にその後二人は徹カラに行きました．
 

金君にフラッシュが当たっていたので撮り直

し．



FFP
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須永さん来研

June, 21, 2013

藤田研OBの須永さんが来研されました。

 

久しぶりの再開です。

色々と話が盛り上がっているようです。
 

何か真面目な会話と思いきや、

お土産についてでした。



お土産・季節 3月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/03/culture03.html[2016/09/26 17:29:36]

お土産・季節のたより 3月



お土産・季節 2月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/02/culture02.html[2016/09/26 17:29:49]

お土産・季節のたより ２月

2月12日

藤田研OBの須永さんがお土産として買って

きてくれたナボナです．

チーズクリーム味とイチゴ味，チョコバナナ

味があり，どれも皆美味しかったです．

須永さん，ごちそうさまでした．

2月13日

藤田研OBの尹さんがお土産に買ってきてく

れたお菓子です．

どちらも高級感あふれるお菓子で，とても美

味しかったです．

尹さん，ご馳走様でした．



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:30:40]

お土産・季節のたより １月

1月6日

牧原くんが帰省した際に買ってきてくれたお

土産です．

とても歴史があるお菓子らしく，とても上品

な味の小豆がしっとりとした皮に挟まれてお

り，

とても美味しかったです．

牧原くん，ご馳走様でした．

1月6日

山内くんが帰省した際に買ってきてくれたお

土産です．

独特な匂いが特徴で，とても美味しかったで

す．

また，クオカードもついてきました．

山内くん，ご馳走様でした．

1月6日

舩田くんが旅行に行った際に買ってきてくれ

たお土産です．

岩手県ではとても有名なお土産で，とても美

味しかったためじゃんけんによる争奪戦が起



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:30:40]

きました．

舩田くん，ご馳走様でした．

1月6日

宮沢くんが草津温泉に行ってきた際に買って

きてくれたお土産です．

素朴な味でとても美味しかったです．

宮沢くん，ご馳走様でした．

1月6日

仲野くんが旅行に行った際に買ってきてくれ

たお土産です．

ポテトチップスにチョコがコーティングされ

たお菓子で、塩味と甘味が上手く調和してい

てとても美味しかったです．

仲野くん，ご馳走様でした．

1月6日



お土産・季節 1月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/01/culture01.html[2016/09/26 17:30:40]

加藤くんが帰省した際に買ってきてくれたお

菓子です．

中央に抹茶風味のクリームが入ったお菓子で

とても美味しかったです．

加藤さん，ご馳走様でした．



お土産・季節 12月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/12/culture12.html[2016/09/26 17:30:56]

お土産・季節のたより １２月

12月3日

畑中先生が静岡に行った際に買ってきて下

さったお土産です．

ミルククリームが中に入ったスポンジケーキ

でとても美味しかったです．

また，パッケージのひよこがとても愛らし

かったです．

畑中先生，ご馳走様でした．



お土産・季節 11月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/11/culture11.html[2016/09/26 17:31:09]

お土産・季節のたより １１月

11月19日

畑中先生がメリーランド大学に出張した際に

買ってきてくださったお土産です．

右はピーナッツが中に入ったチョコ菓子でと

ても甘く美味しかったです．

左はチョコがコーティングされたビスケット

のようなものでとても美味しかったです．

畑中先生，ご馳走様でした．



お土産・季節 10月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/10/10.html[2016/09/26 17:31:12]

お土産・季節のたより 10月

10月31日

畑中先生が鹿児島に旅行に行った際に

買ってきてくださったお土産です．

鹿児島の名産品紫芋を使ったお菓子で

一個一個のボリュームが大きく、

とても美味しいお菓子でした．

畑中先生，ご馳走様でした．

10月9日

沖縄に観光に行っていたDaniel君が お土産

に買ってきてくれたものです． 沖縄の伝統

的なお菓子ですが，自分は 食べるのが初め

てだったので， とても興味がそそられるも

のでした． 独特の食感と控えめな甘さで と

ても美味しかったです． Daniel君，ご馳走

様でした．

10月2日

藤田先生が石川県に帰省した際に買ってきて

くださった お土産です．とても高級そうな

外見だけでなく， 梅や米粉を使った非常に

拘りがあるパイのようです． さくさくとし

た食感とほんのりとした梅の風味が楽しめる

とても美味しいパイでした． 藤田先生，ご

馳走様でした．



お土産・季節 10月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/10/10.html[2016/09/26 17:31:12]

10月2日

畑中先生が旅行に行った際に買ってきてくだ

さった お土産です。歴史があるお店がつ

くっているらしく， 明太子の程よい辛味と

せんべいの香ばしさがマッチして とても美

味しかったです． 畑中先生，ご馳走様でし

た．



お土産・季節 9月

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/culture/09/09.html[2016/09/26 17:31:14]

お土産・季節のたより 9月

9月25日

難波君が就職した会社の研修先のタイで

買ってきてくれたお土産です。 「まとめて

買うと安くなるって言われたから， 何味が

分からないのもあったけど沢山買ってきた

よ．」 どう見てもドリアン味です． 本当に

ありがとうございました． 何人かが犠牲に

なりましたが， 日本人にとってもおいしい

お菓子も沢山あり， みんなで盛り上がりな

がら楽しめました． 難波君、ご馳走様でし

た．

9月17日

舩田君が静岡に旅行に行った際に

買ってきてくれたおみやげです．

えびの香ばしい香りが楽しめる

美味しいお菓子でした．

舩田君，ごちそうさまでした．

9月17日

舩田君が静岡に旅行に行った際に

買ってきてくれたおみやげです．

有名な静岡茶風味のラングドシャで
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まろやかな味でとても美味しかったです．

舩田君，ごちそうさまでした．

9月17日

和佐君たちが東北に旅行に行った際に買って

きてくれたお土産です． やわらかくて甘く

ておいしかったです(小学生並みの感想)． 和

佐君たち，ごちそうさまでした．

9月17日

宮沢君がカンボジアに旅行に行った際に買っ

てきてくれたお土産です． 素材はバナナで

すが甘さはなく，ベビースターラーメンのよ

うな味です． スパイス，バジル，胡椒の三

種類がありどれも美味しかったです． 宮沢

君，ごちそうさまでした．

9月4日

仲野君が山口に帰省した際に買ってきてくれ
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た お土産です．中にカスタードクリームが

入っていて 甘くて美味しく，疲れた頭をリ

ラックスさせるのに助かりました． 仲野

君，ごちそうさまでした．

9月4日

仲野君が山口に帰省した際に買ってきてくれ

た お土産です．包装にふぐの絵が書いてあ

りますが， なんと原材料名にはふぐ粉末の

文字が!! 香ばしくとても美味しかったです．

仲野君，ごちそうさまでした．
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お土産・季節のたより 8月

8月21日

伊吹君が滋賀県に旅行に行った際に買ってき

てくれた お土産です．琵琶湖で取れる希少

な手長えびを使った 煎餅で，えびの香ばし

い香りととても美味しい味付けがされていま

した。 伊吹君，ごちそうさまでした．

8月21日

山内君が愛知に帰省した際に買ってきてくれ

た お土産です．名古屋名物として有名な小

倉トーストの 味を再現したお菓子で，食べ

たことがある人は 「こんな味だよね．」と

言いながら食べていました． 外側のクッ

キーはバターの風味が，クッキーに挟まって

いたチョコは 小豆の味がしてとても美味し

かったです． 山内君，ごちそうさまでし

た．

8月21日

ダニエル君が北海道に観光に行った際に買っ

てきてくれたお土産です．チョコの塊の中に

パフ(確か)が入っており， ブラックサンダー

と言えばピンと来る人が多いかと思います．

勿論そんな庶民派菓子とは違って上品な仕上
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がりとなっており， 甘さ控えめで2個3個と

イケてしまいそうです．ダニエル君，ごちそ

うさまでした．

8月21日

クリス君が広島に観光に行った際に買ってき

てくれたお土産です． 歴史あるお店のもみ

じまんじゅうのようで， こしあん，つぶあ

ん，抹茶あん，カスタードクリーム，チョコ

レートの 4種類の味が楽しめ，どれも美味し

かったです． クリス君ごちそうさまでし

た．

8月21日

畑中先生が岡山に旅行に行った際に買ってき

てくださったお土産です． 名前に元祖と書

いてある通り，歴史ある銘菓とのことです．

中身は何もかかっていないきびだんごときな

こがかかっているものの 二種類があってど

ちらも程よい甘さで美味しかったです． 畑

中先生，ごちそうさまでした．

8月21日
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宮沢君が帰省した際に買ってきてくれたお土

産です． 餡類を使ったお菓子で有名なお店

のものだそうです． 一個一個がとても大き

く，餡だけでなく 最中種の香りも楽しめる

美味しいものでした． 宮沢君，ごちそうさ

までした．

8月21日

伊吹君が帰省した際に買ってきてくれたお土

産です． 北海道のお土産としては有名な白

い恋人というお菓子で， ホワイトチョコ

レートとブラックチョコレートの2つの種類

があり， とても美味しかったです． 伊吹

君，ごちそうさまでした．
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お土産・季節のたより 7月

7月23日

畑中先生が浜松に出張された際に

買ってきて下さったお土産です。

蜜柑風味の生地に

茶の風味の白餡を挟んだお菓子で、

静岡名物を贅沢に二つも使用しています。

ちなみに筆者は浜松出身ですが、

静岡土産を頂いたのは初めてです。

畑中先生、ご馳走様でした。

7月18日

Daniel君が持ってきてくれました。

グミ、チョコと最早定番のドイツ土産です。

日本のものとは味付けが若干異なっており、

ここに文化の違いを感じさせられます。

Daniel君、ご馳走様でした。
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お土産・季節のたより 6月

6月21日

須永さんが来研した際に

持ってきてくれたお土産です。

亀屋万年堂という有名な店で販売されている

ナボナというお菓子で、

カステラにクリームを挟み込んだものでし

た。

定番ですが味は3種類あり、

どれも個性的な味でした。

須永さん、ご馳走様でした。

6月20日

Christoph君が持ってきてくれたお土産で

す。

これはドイツの有名なグミ、ハリボーで

以前Johannes君も持ってきてくれました。

今回は例の黒いものはなく、

フルーツやコーラなど

日本人にも馴染み深い味ばかりで、

美味しく頂きました。

Christoph君、ご馳走様でした。

6月7日

来客者の方が持ってきて下さったお土産で

す。
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抹茶の風味がするしっとりとした食感で

一つ一つがとても大きかったので

食べごたえがありました。

どうもご馳走様でした。
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お土産・季節のたより 5月

5月21日

山内君が神戸で開催されたSCI'13に

参加した際に買ってきてくれたお土産です．

フィナンシェという焼き菓子で

抹茶，プレーン，チョコの3つの味があり，

中身はふわふわ，外身は若干堅めという

食感も楽しめるお菓子でした． 

食べている最中にボロボロこぼれず，

背広を汚したくないビジネスマンにもうって

つけ． 

山内君，ご馳走様でした．

5月21日

山内君が研究室メンバーと共に相撲を

見に行った時に買ってきてくれたお土産で

す．

ゴーフレットという焼き菓子で

バニラ，ストロベリー，チョコの3つの味が

あり，

それらのクリームを口の中でとろけるような

薄い煎餅で挟んだ洋菓子風の和菓子でした．

山内君，ご馳走様でした．

5月8日

ドイツからの留学生のJohannes君が
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大阪で買ってきてくれたお土産です．

紅葉の葉を揚げたもので 

とても日本的で新鮮なお菓子でした．

味の方はほのかな甘さが口に残る

おいしいお菓子でした．

Johannes君，ご馳走様でした．

5月7日

宮沢君が志賀高原へ合宿に行った際に

買ってきてくれたお土産です．

とても有名なお土産のようで 

自分も何度か見かけたことがあったのです

が，

お土産として頂くのは初めてでした．

3段のウエハースにクリームが挟まったもの

で，

クリームが甘いだけでなく風味豊かで，

ウエハース自体にも良い風味が付いている

美味しいお菓子でした．

宮沢君，ご馳走様でした．

5月1日

畑中先生が伊豆旅行に行かれた時に

買ってきて下さった桜餅です．

桜の葉で包まれているものではなく， 

小さく刻まれた桜の葉が入っている

一口サイズのもので，口の中で桜の良い香り
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と 

白餡の味が楽しめる美味しいお菓子でした．

学生室に置かれてから8時間足らずで

残り5個になってしまいました．

ある人が5分の1を消費したのですが，

餅に白い粉が付いているので

口元を見ると犯人がわかるという…

畑中先生，ご馳走様でした．
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お土産・季節のたより 4月

4月25日

ドイツからの留学生のJohannes君が

ドイツのお菓子をおみやげにくれました．

みんなのお気に入りは真ん中のクロイの!! 

たくさんの好奇心旺盛なお友達が

一口で頬張って口々に感想を伝えていまし

た． 

"-----What the hell !?"

文化の違いって興味深いですよね!!

Johannes君ゴチソウサマデシタ．

**********5月1日追記**********

チョコとビスケットは絶品でした．

4月3日

韓国からの留学生の金君が

研究室に持ってきてくれたお土産です．

韓国語なので食べるまで味はお楽しみで，

食べた感想は

「いわゆる羊羹の恋人シリーズ

だぁーーー!!!!」

(前年2月より引用)

味は写真の通り4種類あり，多くの味を楽し

めました．

金君，ごちそうさまでし

たァァァァァァッッッッ！！！！！！
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