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Events 2015-2016
External Activities（学外活動）

3/7-10  

藤田先生，畑中先生，和佐君，山内君がSICE第3回制御部門マルチシ
ンポジウムに参加し，畑中先生と山内君が発表しました．

和佐君は2016年度計測自動制御学会制御部門研究奨励賞を受賞しまし
た．

また，山内君がSICE第3回制御部門マルチシンポジウム学生ポスター
セッション優秀発表賞を受賞しました．

Click the picture
3/1  

畑中先生，和佐君，舩田君，藤田先生の論文がIEEE Transactions on
Automatic ControlにRegular Paperで掲載されました．

論文はこちら
Click here

2/20-22  

和佐君が1st International Engineering Forum 2016 by Taiwan Tech
and Tokyo Techに参加し，発表しました．

Click the picture
12/15-18  

藤田先生・畑中先生・和佐君・山内君・舩田君・富塚君・哲平君が
The 54th IEEE Conference on Decision and Controlに参加され,

藤田先生がPlenary Lectureを,畑中先生がTutorial Sessionをなされまし
た.

Click the picture
11/19-20  

畑中先生が，Workshop on Energy Supply-demand Networks with
Renewables 

based on Integration of Economic Models and Physical Models 
-Toward international collaborations between NSF, RCN and JST

http://mscs2016.sice-ctrl.jp/
http://mscs2016.sice-ctrl.jp/
http://mscs2016.sice-ctrl.jp/
http://mscs2016.sice-ctrl.jp/
http://mscs2016.sice-ctrl.jp/
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7138601
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=7138601
http://www.cdc2015.ctrl.titech.ac.jp/
http://nl.sd.keio.ac.jp/CREST_WS_2015/
http://nl.sd.keio.ac.jp/CREST_WS_2015/
http://nl.sd.keio.ac.jp/CREST_WS_2015/
http://nl.sd.keio.ac.jp/CREST_WS_2015/
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CREST projects-
に参加しChairを務めました．

9/9  

畑中先生がNanyang大学を訪問し，発表されました．

Click the picture
8/24-28  

畑中先生，山内君と舩田君が
東工大とカリフォルニア大学サンタバーバラ校の合同シンポジウムに

参加しました．
大学の報告書はこちら

Click here

8/21  

畑中先生が著者として参加なさった書籍
「マルチエージェントシステムの制御」

が研究室に届きました．

7/28-31  

藤田先生と畑中先生がThe Chinese Control Conference 2015&SICE
Annual Conference 2015に参加されました．

Click the picture
7/13  

http://nl.sd.keio.ac.jp/CREST_WS_2015/
http://www.titech.ac.jp/news/2016/033152.html
http://www.titech.ac.jp/news/2016/033152.html
http://www.coronasha.co.jp/np/isbn/9784339033229/
http://www.sice.jp/ccc-sice2015/
http://www.sice.jp/ccc-sice2015/
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藤田先生がU.S.-Japan Workshop on Effective Project Managementに
参加されました．

Click the picture
7/2-3  

ACC参加後，畑中先生は4つの大学に訪問し，一部の大学で発表され
ました．

Click the picture
7/1-2  

藤田先生と畑中先生がThe 2015 American Control Conferenceに参加
し，

畑中先生が発表されました．

Click the picture
6/3  

藤田先生がSinBerBESTを訪れました．

Click the picture
5/30-6/3  

http://acc2015.a2c2.org/
http://sinberbest.berkeley.edu/
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藤田先生と山内君が
10th Asian Control Cnference 2015に参加しました．

藤田研の論文がThe Best Paper Prize Awardを受賞しました．

Click the picture
5/26-29  

藤田先生が2015 Japan-Norway Energy Science Weekにて
JST-RCN 会議を主宰し，レセプション前にスピーチをしました．

Click the picture
4/30  

畑中先生が筆頭著者の書籍
「Passivity-Based Control and Estimation in Networked Robotics」

が研究室に届きました！

4/20-22  

藤田先生が2015 JST-NSF-DFG-RCN Workshop on distributed 
energy management systemsにInitiative promoterとして参加されま

した．
紹介はこちら

Awards（受賞）

3/28  

http://injapan.no/energy2015/
http://www.springer.com/gp/book/9783319151700
http://www.springer.com/gp/book/9783319151700
http://www.springer.com/gp/book/9783319151700
http://curent.utk.edu/research/conferences/jst-nsf-dfg-workshop
http://curent.utk.edu/research/conferences/jst-nsf-dfg-workshop
http://www.jst.go.jp/report/2015/150508.html
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舩田君が機械制御システム専攻副総代に選ばれました．

3/28  

舩田君が日本機械学会三浦賞を受賞しました．

3/8  

山内君がSICE第3回制御部門マルチシンポジウム学生ポスターセッ
ション優秀発表賞を受賞しました．

3/8  

和佐君が2016年度計測自動制御学会制御部門研究奨励賞を受賞しまし
た．

1/1  

藤田先生が IEEE Fellow を受賞しました．

12/25  
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舩田君が日本学術振興会特別研究員(DC1)に内定しました．

12/25  

藤田君が the IDW '15 Challenging-spirit Demonstration Award を受賞
しました．

11/23  

藤田先生が Tokyo Tech Continuous Service Award を受賞しました．

10/27  

和佐君，畑中先生，藤田先生の論文が
2015年度計測自動制御学会 学会賞（論文賞）を受賞しました．

10/22  

舩田くんがエンカレッジ奨学金を受賞しました．

6/3  

http://www.titech.ac.jp/news/2015/032905.html
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Stochastic Performance Analysis of Visual Motion Observer and
Experimental Verificationsが

ASCC2015 The Best Paper Prize Awardを受賞しました．

3/6  

舩田くんが学生ポスターセッション優秀賞を受賞しました．

Intramural Activities（学内行事）

3/28 南棟祭 3/25 Christofさん来研＆セミナー

Click the picture Click the picture
3/11 Thomasさん＆Robertさん来研

＆セミナー 2/17 修士中間発表会 2/16 学士論文発表会

Click the picture Click the picture Click the picture

2/12 修士論文発表会 12/22 He Bai 先生来研＆セミ
ナー

12/21 Rolf Findeisen先生が来
研&セミナー
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Click the picture Click the picture Click the picture
12/11 Imanさん＆Philippさん来研

＆セミナー 12/09 学科大掃除 12/08 和佐君博士論文発表

Click the picture Click the picture Click the picture

11/18 学士論文中間発表会 11/11 防災訓練 10/26 Andrew Vardy先生セミ
ナー＆来研

Click the picture Click the picture Click the picture
10/02 Frank Allgower先生セミナー

＆来研 9/25 牧原君学位授与式 8/27-28 Joao Hespanha先生来研
＆セミナー

Click the picture Click the picture Click the picture
8/8 オープンキャンパス 8/7 牧原君修士最終発表 7/23 Astolfi先生のセミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150828/151026.html
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Click the picture Click the picture Click the picture
7/22 Gunterさんのセミナー 6/27 創造設計第一 5/29 kai先生のセミナー

Click the picture Click the picture Click the picture
4/15 学科大掃除 4/10 田中さんのセミナー 4/3 修士中間発表

Click the picture Click the picture Click the picture

Group Log（研究室日誌）

 

 
3/28 卒業式HFP 2/25-27 スキー旅行 2/22 B3研究室紹介



event2015

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/event2015.html[2016/09/26 17:14:20]

Click the picture Click the picture Click the picture
2/19 JAXA見学会 2/17 発表終了打ち上げ 1/6 新年会とタム君の歓迎会

Click the picture Click the picture Click the picture

1/4 Tam君来日 11/21 西さん結婚式 11/10 就職祝い&10月誕生
日(HFP)

Click the picture Click the picture Click the picture

10/24 山田照樹さん結婚式 10/20 Atman's and Danielsen's
Welcome Party

10/5 留学生来研&8月9月誕生
日(HFP)

Click the picture Click the picture Click the picture

9/17-18 奥多摩旅行 9/14 畑中研実験室プロジェクタ取
り付け 8/8 前期お疲れ会
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Click the picture Click the picture Click the picture

8/7 Siyuan's Farewell Party 6/19 リフレッシュルーム清掃 6/17 山内君仲野君受賞&6月の誕
生日(HFP)

Click the picture Click the picture Click the picture
5/26 Gezerさん歓迎&4月5月誕生

日(HFP) 5/25 Gezerさん来日 4/6 B4歓迎会HFP

Click the picture Click the picture Click the picture

Wasa's Diary(和佐君海外滞在記)

2015年9月28日～2015年11月15日  

和佐君のアメリカのUniversity of PennsylvaniaとドイツのUniversity of
Stuttgartの滞在記です。

Click the picture

Souvenirs（お土産）

http://ws-fl-blog.tumblr.com/
http://ws-fl-blog.tumblr.com/
http://ws-fl-blog.tumblr.com/
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SICE第3回制御部門マルチシンポジウム

March 7-10, 2016

藤田先生，畑中先生，和佐君，山内君が SICE第3回制御部門マルチシンポジウムに参加し， 畑中先生と

山内君が発表しました．

和佐君は2016年度計測自動制御学会制御部門研究奨励賞を受賞しました．

また，山内君がSICE第3回制御部門マルチシンポジウム学生ポスターセッション優秀発表賞を受賞しまし

た．

IEEE CSSの今年のPresidentであるFrancis J. Doyle先生の特

別講演がありました．

講演後，招待に重要な役割を果たした藤田先

生と記念撮影．

山内君のポスター発表．スタイリッシュにわかりやすく説

明しています．
和佐君が受賞しました．やったね！

http://mscs2016.sice-ctrl.jp/
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藤田研OBの飯野さんが今年のＳＩＣＥ制御部門長を務め

ています．
山内君も受賞しました．すばらしい！

最終日のワークショップ

「マルチエージェントシステムの制御ーIoT/CPS時代の制

御理論」

で畑中先生が発表されました．

二人で撮りました．チェックシャツ！

back
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和佐君台湾出張
February 20-22, 2016

和佐君が1st International Engineering Forum 2016 by Taiwan Tech and Tokyo Techに参加し，発表しま
した．

東工大工学系の先生と共に国立台湾科技大学
を訪問してきました．

主目的であるフォーラムに参加してきました．
パネルが立派です．

ランチセッションでポスター発表をしてきま
した．

スタイリッシュにiPadで動画を流してみまし
た．

孫文記念館にて．参加した東工大の博士学生と共に．外は
天下一武道会では？という感じです．

back



the 54th IEEE Conference on Decision and Control
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the 54th IEEE Conference on Decision and Control

December 15-18, 2015

大阪でthe 54th IEEE Conference on Decision and Controlが開催され，藤田先生が基調講演，畑中先生が

発表をしました．

学生は和佐君，山内君，舩田君，哲平君，富塚君が参加しました．

12月14日にPre-Conference Workshopがありました．

写真はSteve Morse先生の75歳記念Sessionの様子です．

この日の夜はOpening Receptionがありまし

た．

会場に圧倒される舩田君と富塚君です．

CDC1日目．

Munther A. Dahleh先生のPlenary Lectureの様子です.
三平研の伊吹先生の発表がありました.
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1日目は畑中先生の発表もありました.

畑中先生はこの日だけでなく次の日も発表があります.

Springer社の企業ブースの写真です.

畑中先生の本もおいてありました.

CDC2日目．

この日のPlenary LectureはFrancesco Bullo先生です．

畑中先生はTutorial SessionのChairを務めら

れました．

山内君がNikhil Chopra先生とお話をしているところで

す．．

2日目の夜はNewcomers Receptionがありま

した．

世界中の学生と交流することができました．
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CDC3日目．

Plenary Lectureの話者をGeneral Chairの太田先生が紹介し

ているところです．

藤田先生がこの大役を務められました．

CDC最終日．

Hassan K. Khalil先生によるBode Lectureの様子です.
三平研木村君の発表もありました．

CDCの次の日にはJST EMS CREST Young Researchers

Workshopがありました．

学生にとっても非常に実りの多い1週間でし

た！

back



the 54th IEEE Conference on Decision and Control
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Nanyang大学訪問

September 9, 2015

畑中先生がNanyang大学を訪問されました．

Nanyang大学を訪問し，発表してきました．

右はGuoqiang Hu先生です．

教育設備も見てきました．

学生がチームでUAVを設計・製作して飛ばすそうです．

近くにマーライオンの野郎がいたので戦いま

した．

Siyuanにも会ってきました．でも二人の写真撮り忘れま

した．

微かに写っているものを．
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back
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The Chinese Control Conference 2015 & SICE Annual Conference

2015

July 28-31, 2015

藤田先生と畑中先生がThe Chinese Control Conference 2015 & SICE Annual Conference 2015に参加され

ました．

初日、会場に着くと電力供給の問題でエアコンが着

かない事態が発生．

灼熱のプレナリー会場へ．

支配人らしき人の謝罪の最中、突如巨大スクリーン

が音を立てて消える． 

そして謎の拍手が．．．

Σ(゜∀゜;)!!

昼からはスマートシティに関する特別セッションが
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・・・・・・ ありました．

選ばれし人々が円卓を囲みます．

左からTariq Samad先生、原辰次先生、そして滑川

先生です．

発表のセッションに移動．chairを務めました．

が、co-chairがいない．

そして始まるや否やタップが故障してプロジェクタ

が消えるという．．．

夜は東工大メンバーで夕食．写真は鳩です（意外と

おいしかったです）．

藤田先生はElena先生のプレナリーの司会を務めら

れました．
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とりあえず無事に終了しました．

色々得難い経験ができて良かったです．

back



Visit to SinBerBest
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U.S.-Japan Workshop on Effective Project Management
July 13, 2015

back
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The 2015 American Control Conference

July 2-3, 2015

ACC参加後，畑中先生はMIT, ハーバード大学，ボストン大学，Notre Dame大学に訪問し，一部の大学で

発表されました．

ACCのあと大学訪問してきました．

まずはAnu Annaswamy先生を訪問し，セミ

ナー発表してきました．

Anu先生との写真を撮り忘れました．．．

終了後ポスドクをしている田中さんにLIDSを案内してもら

いました．

偶然昔論文を読んでいたAndrea Censiさんと遭遇し話をし

ました．

次の日は初のハーバード訪問．

Na Li先生のビル．

議論は長時間になり，マシンガントークでヘトヘトになり

ました．
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その間色々あってボストン大学へ移動し，

Yannis先生（右から3人目）ともお会いしま

した．

その左は浙江大学のPeng Cheng先生，

さらにその左がNa Li先生です．

その後ノートルダム大学に移動し，

Vijay Gupta先生を訪問しセミナー発表と議論をしました．

道中，飛行機が遅れて乗り継ぎに失敗し，

オヘア空港で6時間待たされることに（あとで聞けばバス

を使えば4時間で来れたとか）．

結局ホテルに着いたのは夜の12時に．．．

さらにこのときパソコンがお亡くなりになる悲劇ま

で．．．

Panos Antsaklis先生ともおしゃべりさせてい

ただきました．

終了後Vijayにご飯をご馳走になって訪問はす

べて終了しました．
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back
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The 2015 American Control Conference

July 1-2, 2015

藤田先生と畑中先生がThe 2015 American Control Conferenceに参加されました．

今年のACCはシカゴにあるPalmer House Hilton で開催さ

れました．

歴史あるホテルのようです．

教会のような荘厳な内装です．

参加者から狭いとの苦情も出る中，予約システムにミス

があったお詫びに

Executive Towerの部屋に泊まれることになりました．22

階です．

二日目の朝に発表をしてきました．

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Palmer_House_Hilton
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質問もたくさんあってなかなか好評だった（気がしま

す）．
発表のあとすぐにあったBanquetの様子です．

Karl Hedric先生のPlenary講演です．満員でした．

次のCDCでは藤田先生がこの大役を務められる予定で

す．

でもしんどくなって途中退室し，近くにあっ

た湖で黄昏る．

つづき

back

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015//150712_2/150712_2.html


Visit to SinBerBest
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Visit to SinBerBEST
June 3, 2015

藤田先生がSinBerBESTを訪れました．

back
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10th Asian Control Conference 2015

May 31-June 3, 2015

藤田先生，山内くんがASCC 2015に参加しました．

開催地はKota Kinabalu. 有数のリゾート地です．
部屋からの眺め．ゴルフをしたことなくても

したくなる眺めです．

示村研究室OBの諸先生方 お弟子さんがたくさんいらっしゃいます．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150605/150605.html[2016/09/26 17:14:36]

示村先生のASCC10回記念講演によって

幕を開けました．

続いてGraham Goodwin先生のKeynote Lecture．

偉大な先生方はModeling, Feedback/Feedforward,

Fundamental Limitationsを大切にしている

ことを痛感．

Tariq Samad先生によるKeynote Lecture．

なんとTariq Samad先生とのランチに

同席させていただきました！

残念ながら次の発表のために

写真に入れなかった（泣

山内くんの発表です．決してKeynote Lecture

ではありません．

発表後，Chair personの方と握手．

次回は議論を楽しめるような発表をしたいです．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150605/150605.html[2016/09/26 17:14:36]

2日目の夜のバンケット．やけに高かったです

が

さすがに素晴らしいショーでした！

ASCC2015 The Best Paper Prize Awardを受賞しまし

た！

とてもいい経験をさせていただきました．

感謝の一言です．

3日目は三平研の伊吹先生の発表．

堂々とした発表はさすがでした．

予定された2分間を超えるディスカッション．

とても好評な発表でした．

やることは全部終えたのでいざ南国の島へ！ 綺麗な砂浜でスキューバダイビングを楽しみました．
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2015 Japan-Norway Energy Science Week
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2015 Japan-Norway Energy Science Week
May 26-29 , 2015

藤田先生が2015 Japan-Norway Energy Science Weekにて
JST-RCN 会議を主宰し，レセプション前にスピーチをしました．
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南棟祭
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南棟祭

March 28, 2016

28日夜に南5号館で南棟祭が行われました．

藤田研と畑中研はクレープを作りました．

まずはクレープの生地作りです． 今年はクレープに加えコーヒーも提供しました．

同じ部屋では倉林研が手巻き寿司を出していまし

た．

南棟祭開始です．

時間が経つにつれみんな焼き方が上手くなりまし

た．



南棟祭
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後半はみんなしょっぱいものに飽きたのか

クレープを食べにたくさんの人が来てくれました．

でも作る人は大忙しです．

最後は片付けもしっかり．

いい思い出になりました．
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Christofさん来研＆セミナー
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Christofさん来研＆セミナー

March 25, 2016

Karlsruhe Institute of Technology のChristofさんが

来研し，セミナーをしてくださいました．

こちらがChristofさんです． 舩田さんの紹介でセミナーが始まります．

Christofさんが持ってきてくださった

イースターのチョコレートです．
セミナーの後は藤田研の実験室を見て頂きました．



Christofさん来研＆セミナー
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オムにロボットも動かしてもらいました． 三平研も見学されていきました．
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Thomasさん＆Robertさん来研＆セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/160311/160311.html[2016/09/26 17:14:41]

Thomasさん＆Robertさん来研＆セミナー

March 11, 2016

University of WuppertalのThomas PurscheさんとRobert Swiatlakさんが

来研し，セミナーをしてくださいました．

ThomasさんとRobertさん．お二人の先生Tibken

先生と

藤田先生は古くからのご友人だそうです．

まずはThomasさん．研究だけでなく，大学，

Wuppertalについても紹介してくださいました．

藤田先生からの質問．
続いてRobertさん．結果の見せ方等とても参考になる

発表でした．



Thomasさん＆Robertさん来研＆セミナー
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舩田くんからの質問．とても丁寧に答えてくだ

さいました．

セミナーの後は実験紹介です．時間がなくてあまり

見せられなかったのがとても残念です．

夕食に行きました．とても有意義な時間を

本当にありがとうございました！
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修士中間発表会
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修士中間発表会
February 17, 2016

木﨑くん，富塚くん，哲平くんの修士中間発表会がありました．

こちらが木﨑くんです． 藤田先生に説明をします．

こちらは富塚くんです． たくさんの先生方に発表します．

こちらは哲平くんです． 理論を説明しています



修士中間発表会
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うしろで和佐くんが見守ります． 会場にはたくさんの人が入っていました．
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学士論文発表会
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学論文発表会
February 16, 2016

髙津君,田原君,土井君,征矢君,檀君,中村君の学士論文発表会がありました．

トップバッターの髙津君．
スライドのアスペクト比が異なるトラブルを

ものともしない発表でした．
続いては田原君．

落ち着いていて,質問対応も無難にこなしました．

三番手は土井君．
あがり症の土井君ですが,無事に乗り切りました．

畑中研の1番手は征矢君です．
安定したいい発表でした．

次は檀君です．
珍しく緊張していましたが,

6人の中で一番の発表でした．
大トリは中村君．

午前の締めくくりにふさわしい発表でした．



学士論文発表会
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修士論文発表会
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修士論文発表会
February 12, 2016

杉本くん，舩田くん，金くんの修士論文発表会がありました．

畑中先生の紹介で藤田研の修士論文発表が始まりました． 初めは杉本くんです．
全体を通して落ち着いた丁寧な発表でした．

お次は金くんの発表です．
堂々とした発表でした．

最後は舩田くんです．
安定したいい発表でした．

back



He Bai先生セミナー
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He Bai先生セミナー

December 22, 2015

Oklahoma State UniversityのHe Bai先生がセミナーをしてくださいました．

セミナーの準備中・・・
まずは畑中先生からのご紹介です．

お二人は古くからのご友人だそうです．

セミナーが始まりました． 昨日に引き続き山内君が積極的に質問しています．



He Bai先生セミナー
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伊吹先生からも質問がありました．
お帰りの前には毎度恒例の

実験の体験をしていただきました．
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Rolf Findeisen先生セミナー
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Rolf Findeisen先生セミナー

December 21, 2015

Otto-von-Guericke-Universitat MagdeburgのRolf Findeisen先生がセミナーをしてくださいました．

セミナー前にが談笑される畑中先生とFindeisen先生． 藤田先生のご紹介でセミナーが始まります．

山内君が積極的に質問しています． お帰りになる前には実験も見ていただきました．

セミナー後には品川で先生方とお食事をされました．



Rolf Findeisen先生セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/151221/151221.html[2016/09/26 17:14:46]
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Imanさん＆Philippさん来研＆セミナー
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Imanさん＆Philippさん来研＆セミナー

December 11, 2015

藤田研のOBで現在はUniversity of Central FloridaでポスドクをしているImanさんと，

先日ドイツへ行っていた和佐君がお世話になったUniversity of StuttgartのPhilippさんが，

来研し，セミナーをしてくださいました．

まずは学生室でお話をしました．

Widhi君とImanさんはインドネシアの話で盛り上がり

ます．

藤田先生もいらっしゃり，

日本と世界の研究室の違いについて話をされまし

た．

今朝日本についたPhilippさんもいらっしゃいまし

た．
Philippさんのお土産とともに記念撮影をします．



Imanさん＆Philippさん来研＆セミナー
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実験室に移動し藤田研の研究を紹介しました．
おなじみのリープモーションを試していただきま

した．

実験紹介の後はセミナーです． 椅子が足りないくらいたくさんの人が来ました．

和佐君が発表者の紹介をしました． Philippさんに質問をする山内君です．

海外の貴重なお話を聞け，セミナーでは研究のヒントを得られました．Imanさん，Philippさん，ありが

とうございました．
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学科大掃除
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学科大掃除

December 9, 2015

定例の学科大掃除が行われました.

コピー室の掃除の様子． 段ボールのごみを片づけました．
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博士論文発表会
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博士論文発表会

December 8, 2015

和佐君が博士論文発表会で発表をしました.

藤田先生の紹介で和佐君の発表が始まります． しっかりと前を見据えて発表する和佐君．流石です．

先生方からの質問にしっかりと答えています．

鋭い質問が多く，回答が大変そうでした．

発表が終わり打上げです．

辛味噌味のもつ鍋，とても美味しかったです．
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学士論文中間発表会
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学士論文中間発表会

November 18, 2015

B4のメンバーが学士論文中間発表会で発表をしました.

まずは藤田研の髙津君から発表です．
続いて田原君．目をつぶってしまっている

写真しかありませんでした．ごめんなさい！

藤田研最後は土井君．

スライドの準備をしています．
休憩時間中に他研究室の先輩と雑談をする檀君．



学士論文中間発表会
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休憩を挟んで次は畑中研の発表．

トップバッターは征矢君．

続いて檀君．

先生方からの質問に対し答えを考えています．

最後は中村君．カンペをチラ見．
夜に打ち上げを行いました．

美味しそうな中華料理ですね．

前を向いている写真が無かったのが残念ですが，お疲れ様でした！最終発表に向け研究頑張りましょ

う．
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防災訓練
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防災訓練

November 11, 2015

大岡山キャンパス・すずかけ台キャンパス同時開催で防災訓練が行われました.

防災訓練の準備をする舩田君． 訓練開始．

本館前のスロープに避難． どうやら人が取り残されているようです．



防災訓練
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消防隊員が救助に向かいます． 一斉放水にて訓練終了です．
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Andrew Vardy先生セミナー＆来研
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Andrew Vardy先生セミナー＆来研

October 26, 2015

メモリアル大学のAndrew Vardy先生が来られて，セミナーを開催してくださいました．

また，セミナー後には来研し，藤田研の実験システムを見てくださいました．

セミナーが始まります． 今回は三平研からの参加もありました．

藤田研の実験システムに興味津々のようです． 畑中先生が実験システムの説明をします．



Andrew Vardy先生セミナー＆来研
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iPadを使った実験も体験していただきました．
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Frank Allgower先生セミナー＆来研
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Frank Allgower先生セミナー＆来研

October 2, 2015

シュツットガルト大学のFrank Allgower先生が来られて，セミナーを開催してくださいました． 

また，セミナー後には来研し，藤田研の実験システムを見てくださいました．

Frank Allgower先生のセミナーです． 写真や動画もあり，楽しいセミナーでした．

セミナーの後に来研されました．

なんと一緒に写真を撮ってくださいました．感激で

す．

ポーズシンクロの実験を披露しました．



Frank Allgower先生セミナー＆来研
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PCの前で実験システムを準備する土井君です．

この席が定位置になってきました．

先生にリープモーションを試していただきまし

た．
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学位授与式
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学位授与式

September, 25, 2015

蔵前会館にて牧原君が学位を授与されました。

牧原君おめでとうございます．
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Joao Hespanha先生来研＆セミナー

August 27-28, 2015

Joao Hespanha先生が来研されたので，研究を紹介しました．

また，翌日にはセミナーをしてくださいました。

まずは来研の様子です．

畑中先生が説明をします．
先生方が議論を交わしました．

実験機を動かす山内君と田原君です．
ここからはセミナーの日の様子です．

セミナー前には先生方が親しげに話していました．
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伊吹先生がJoao Hespanha先生を紹介します． セミナーが始まりました．

たくさんの質問が飛び交う，有意義なセミナーでした．
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オープンキャンパス

August 8, 2015

東工大オープンキャンパスがありました．

オープンキャンパスに向けて、

全員で準備を行っています．

前日に藤田畑中研のメンバーに、

模擬プレゼンを行う和佐君です．

オープンキャンパスの準備について、

ご指導なさっている藤田先生です．

最終チェックをしている杉本君です．

準備に余念がありません．
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皆さん真剣な様子で、プレゼンを聞いています．
質問に勇気を出して、

多くの高校生が手を上げています．

とても多くの方がご来場してくださったので、

受付してる和佐君です．

箒を手で立てることで、

制御について説明している舩田さんです．

おかげさまでプレゼンテーション６回ともすべて満席となりました．

たくさんのご来場ありがとうございました．
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牧原君修士論文発表

August 7, 2015

牧原君の修士論文発表がありました．

牧原君の修士論文発表の日がやってきました． 発表を行う牧原君．少し緊張気味でしょうか？.

先生方も発表に聞き入っています． 牧原君,発表お疲れ様でした．
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Alessandro Astolfi教授セミナー

July 23, 2015

Imperial College LondonのAlessandro Astolfi教授がご講演して下さいました．

三平先生に御紹介されるAstolfi教授． 講演のタイトルです．

熱弁をふるうAstolfi教授．
正規の席数では足りないほど聴講者がいらっしゃり、大盛

況でした．
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Gunterさんのセミナー
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Gunterさんのセミナー
July 22, 2015

藤田研OBのGunter Heppelerさんによるセミナーがありました．

OBであるGunterさんが藤田研・畑中研を訪問し
ました. 藤田研の現在の研究内容を紹介しています．

セミナー前に畑中先生と談笑中. 藤田研時代の友人である伊吹先生からGunterさんの紹
介です.

セミナー開始. Gunterさんと議論をする伊吹先生です.

Gunterさん,貴重なお話をありがとうございました.
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創造設計第一

June 27, 2015

創造設計第一試技会が石川台3号館で開催されました．

これが今回の創造設計のフィールドです.

今年開通した北陸新幹線をモチーフとしています.

奥の青いボールは「藤田」という名前がつけられて

います.

他のボールと違い特別なものとなっています.

ここはマシン置場で、個性的なマシンがたくさんあ

ります.

これから行われる試合が楽しみです.

オープニングには山北研制作のムービーが流れまし

た.

クオリティの高いムービーでした.



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150627/150627.html[2016/09/26 17:14:58]

今年の司会・進行は畑中先生です.

うまく試技会を盛り上げて下さいました.
こちらはその畑中先生の勇姿を撮影する土井君.

トーナメント表の更新が藤田研・畑中研の仕事で

す.

髙津君が頑張ってトーナメント表の更新作業をして

います.

舩田君と木崎君も応援に駆けつけました. いい笑顔を見せる三平研の仲野君です.



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150627/150627.html[2016/09/26 17:14:58]

左下の箱にボールを入れると得点になります.

スロープを通して入れると更に得点がもらえます.

このマシンはアームを伸ばして

高台からボールを入れています.

表彰式です.お疲れ様でした.

見ていてとても楽しい試技会でした.

試技会後の仲野君と髙津君の2ショット.

とても仲がいいです.
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kai先生のセミナー
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kai先生のセミナー
May 29, 2015

大阪市立大学のkai先生によるセミナーがありました．

セミナー前に談笑する皆さんです. 畑中先生からkai先生のご紹介です．

セミナーが始まりました. 山内君が質問をします.

哲平君も質問をします. 金君は面白いアイデアを先生に提案しました.

kai先生,貴重なお話をありがとうございました.
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学科大掃除
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学科大掃除
April 15 , 2015

制御システム工学科の大掃除が行われました.

担当の実験室を掃除しています. 学科のコピー室も掃除しています.

棚の上もしっかり雑巾がけ. 綺麗になりました！
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田中さんのセミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150410/150410.html[2016/09/26 17:15:01]

田中さんのセミナー
April 10 , 2015

Massachusetts Institute of Technologyの田中さんによるセミナーがありました．

畑中先生から田中さんのご紹介です． セミナーが始まりました．

多くの質問に丁寧にお答えする田中さんです． 先生方から鋭い質問がでて考えている田中さん．

その後もつ鍋を食べに行きました． 留学についての考えなどを語っていただきました．
貴重なお話をありがとうございました．
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修士中間発表
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修士中間発表
April 3 , 2015

修士中間発表があり，杉本君，舩田君，金君がポスター発表を行いました．

舩田君のポスター発表の様子です． 藤田先生も気にかけてます．

杉本君が三平先生に説明しているところです． 学生にも丁寧に説明しています．
奥には金君も写っています．

こちらは三平先生，奥富先生に説明中の金君． 杉本君は一段落．
木﨑くんと議論(?)中です．
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卒業式HFP
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卒業式HFP

March 28, 2016

3月28日に卒業式HFPを行いました．

毎年恒例のお寿司です．

今年も藤田先生がご馳走してくださいました．
藤田先生にM2からプレゼント．中身は一体...？

藤田先生ゆかりの地，

石川県名産の金箔が施されたマウスパッドで

す！

サバティカルでアメリカへ行かれる畑中先生には

日本の味を懐かしむためのお茶漬けが渡されました．

しかし賞味期限が出発前に切れてしまうという衝撃の

事実が...



卒業式HFP
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続いてB4から研究室に掃除機がプレゼントされ

ました

これで研究室の掃除効率も大幅にアップするは

ずです．

最後に博士課程を修了した和佐君から

藤田先生，畑中先生に食器のプレゼント．

研究室のリーダーお疲れ様でした！
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研究室スキー旅行
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研究室スキー旅行
February 25-27, 2016

恒例のスキー旅行に藤田研・畑中研及び三平研の仲野君，片桐君と田中研の高橋君が参加しました．

今回は朝6時半の集合でした．
早朝にもかかわらず元気な舩田君．

こちらが今回の宿です．
屋根裏の広い部屋でした．

山頂からの景色はとても美しかったです． 山頂での集合写真です．

ナイターにも来ました．
照明がいかにもナイターらしかったです．

不審者に見えますが実は高津君です．
内田裕也っぽいです．



研究室スキー旅行
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こちらはナイターでの集合写真です．
バックにきれいな夜景が写っています．

こちらは全員で撮った集合写真です．
とても楽しい旅行となりました．
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B3研究室見学
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B3研究室見学
February 22, 2016

制御システム工学科学部3年の学生達が来年度の研究室配属に向けて，
研究室見学に来ました．

まず最初に髙津君が独特の間で記念撮影． 今回はまず山内君による研究室紹介です．

いつも通り実験紹介と行きたいところでしたが，
Bluetoothの不具合により実験出来ず…

首をかしげる土井君です．

舩田君からありのままの藤田研究室の
紹介が行われました．
ただし嘘を含むかも…

実験機が動かずぐだぐだな部分がありましたが，実験見たい人はぜひ4月から藤田研究室に．
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JAXA見学会
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JAXA見学会
February 19, 2016

藤田研・畑中研のみんなでつくば市にあるJAXAの筑波宇宙センターに見学に行きました．

今日は野田先生に案内をしていただきまし
た．

液体窒素をタンクに入れている様子です．
毎日大量の液体窒素を使うようです．

筑波宇宙センターの敷地は広く
実験用の800mほどある直線の道もありまし

た．
こちらはH-1ロケットの燃料タンクです．



JAXA見学会
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ミュージアムには宇宙ステーション補給機の
こうのとりの展示がありました．

こちらは舩田君の宇宙服姿です．
バッチリ決まっています．

こちらは日本のロケットの変遷です．
今日はとても有意義な体験ができました．

案内してくださった野田先生、ありがとうございまし
た．
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発表終了打ち上げ会
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発表終了打ち上げ
February 17, 2016

博士課程最終発表，修士課程最終発表，修士課程中間発表，学士最終発表が終わったので打ち上げを行
いました．

本日は山内くんの企画で
大井町の「元祖壁の穴」へ向かいました． 乾杯！皆さんお疲れ様です！！！

こちらのテーブルでは藤田先生の
留学に関する話等で盛り上がりました．

ピースしている船田くんです．
なんと3年前と同じシャツを着ていることが

発覚しました．物持ちがいいですね．

発表が終わった高津くんは
リラックスして山内さんと談笑中．

最後に集合写真をパシャリ．
山内くん企画ありがとうございました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130408FFP/130408FFP.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2013/130408FFP/130408FFP.html


発表終了打ち上げ会
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新年会＆タム君歓迎会
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新年会＆タムさん歓迎会
January 6, 2016

新年会とベルギーから来たタム君の歓迎会が自由が丘の居酒屋で行われました．

今回はタッチパネル方式です．
奥に写っているのがタム君です．

乾杯前の様子です．反対側からは牧原君も写真を撮ってい
ます．

鍋奉行の土井君です．
箸がぶれるほど本気です．

楽しそうです．
奥に写っているのがタム君です．

鮭茶漬けを食べるしゃけちん（田原君） 恒例の集合写真です．
高津君が写っていないバージョンもあります．

今年もよろしくお願いします！



新年会＆タム君歓迎会
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Tam君来日
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Tam君来日

January 4, 2016

ベルギーからの留学生のTam君が来日しました

本日Tam君が来日しました．
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西さん結婚式
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西さん結婚式

November 21, 2015

藤田研OBの西さんが結婚式を挙げられました．

おめでとうございます！！



西さん結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/151121/151121.html[2016/09/26 17:15:09]
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就職祝い&10月誕生日(HFP)
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就職祝い&10月誕生日(HFP)

November 10, 2015

今回はモンブラン発祥のお店

「東京自由が丘モンブラン」のケーキです
今回の主役の6人．

おいしそうにケーキを食べる髙津君．

こちらは就職が決まった金君と牧原君と杉本

君．

これからの意気込みを語ってくれました．



就職祝い&10月誕生日(HFP)
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ドクターに進学予定の舩田君も意気込みを語ってくれま

した．
．
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山田照樹さん結婚式
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山田照樹さん結婚式

October 24, 2015

ＯＢの山田照樹さんが結婚式を挙げられました．



山田照樹さん結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/151024/151024.html[2016/09/26 17:15:10]
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Atman's and Danielsen's Welcome Party

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/151020/151020.html[2016/09/26 17:15:12]

Atman's and Danielsen's Welcome Party

October 5, 2015

Atman君とDanielsen君のWelcome Partyを行いました．

主役の一人目Atman君． 主役の二人目Danielsen君．

今回は鯖が美味しい「ひもの屋」さんにお世話になりまし

た．
挨拶する幹事の哲平君．



Atman's and Danielsen's Welcome Party
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カメラ目線の和佐君． 大盛況の中お開きとなりました．
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留学生来研&8月9月誕生日(HFP)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/151005/151005.html[2016/09/26 17:15:12]

留学生来研&8月9月誕生日(HFP)

October 5, 2015

Atman君とDanielsen君の来研及び8月と9月が誕生日の畑中先生・木崎君・檀君・田原君と山内君を祝う

HFPを行いました．

今回は「自由が丘ロール屋」というお店から

ロールケーキを買ってきました．
今年も畑中先生の奥様がケーキを焼いて下さいました．

24等分しようと入刀． 今回の主役の5人と富塚君．



留学生来研&8月9月誕生日(HFP)
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HFPについて英語で説明する木崎君．
Atman君とDanielsen君とスマホを使用して会話する髙津

君．
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奥多摩旅行
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奥多摩旅行

September 17-18, 2015

和佐君，山内君，牧原君，舩田君，富塚君，哲平君，高津君，田原君，土井君で奥多摩に行きました．

 

一日目   二日目

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150917/1/150917.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150917/2/150918.html


プロジェクタ取り付け
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プロジェクタ取り付け

September 14, 2015

畑中研の実験室に，研究で使うプロジェクタを取り付けました．

穴をあける位置を念入りに測る舩田君です．

奥にあるのがプロジェクタです．

穴の位置が正確だったので，

しっかりボルトで固定できました．

両面テープを貼る高津君です．
その上にクッションを貼る中村君です．

これで頭をぶつけても安全です．



プロジェクタ取り付け
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プロジェクタの電源を入れると，

床一面に投影できました．
もう一度ボルトのゆるみを確認する中村君です．
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前期お疲れ会

August 8, 2015

渋谷某所で前期お疲れ会を行いました．

昼間のオープンキャンパスが終わった後

渋谷に行ってお疲れ会をしました．
先輩にお酌をする高津君．

チューターの牧原君からSiyuan君へ

扇子のプレゼントです．
もう一つ、パズルもプレゼントしました．
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最後にお店の前で集合写真を撮りました．
途中でテレビ番組の取材にあい

牧原君と高津君がカメラの前で話しました．

2次会は大岡山に戻り、カラオケに行きました． ももクロの曲を歌う山内君と高津君．

画面を見つめ・・・． とても満足げな表情です！



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2015/150808_2/150808_2.html[2016/09/26 17:15:15]

わちゃわちゃしてます． とても楽しいお疲れ会でした．
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Siyuan's Farewell Party

August 7, 2015

Siyuan君のFarewell Partyを行いました．

いろいろなお菓子やジュースが用意されました． みんなで楽しそうに談笑しています．

藤田先生からSiyuan君に学位記が授与されます．
みんなからのメッセージが書かれた

色紙がプレゼントされました．
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Siyuan君からは藤田先生と畑中先生に

ワンピースの傘のプレゼントがありました．

この傘は取っ手が刀の柄のような形をしているので

このようなシーンもありました．

傘の内側はこのような感じです．
おまけ

Spheroのカバーを斬るSiyuan君
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リフレッシュルーム清掃

June 19, 2015

制御システム工学科共有のリフレッシュルームが汚くなっていたため，

山内君を中心とした，藤田研・畑中研のメンバーで掃除をしました．

まずは机をきれいにする山内君. 机をよせて床をきれいにします.

床を器用に掃く土井君です.
雑巾がけをする中村君と山内君.

小学生のころを思い出します.
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こちらはゴミを集める檀君です. モップを絞る田原君と髙津君.

部屋も心もきれいになりました!!
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山内君仲野君受賞&6月の誕生日(HFP)
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山内君仲野君受賞&6月の誕生日(HFP)

June 17, 2015

山内君と仲野君の受賞と6月が誕生日の富塚君を祝うHFPを行いました．

三平研の仲野君がお菓子を持って登場！
いちご，ばなな，まっちゃ味のチョコラスクをおいしく

頂きました．

さまざまな和菓子が入っていてより取り見取

りでした．
今回の主役の3人です．



山内君仲野君受賞&6月の誕生日(HFP)
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菓遊についてきた稲穂で遊ぶ髙津君． 和菓子を説明される先生方．
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Gezerさん歓迎&4月5月誕生日(HFP)
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Gezerさん歓迎&4月5月誕生日(HFP)
May 26 , 2015

Gezerさんの来研と，4月・5月が誕生日の中村君と西山さんと和佐君と金君の誕生日をお祝いしました．

こちらが今回主役の方々＋山内君です． モンサンクレールのクッキーを説明する和佐君．

和佐君がクレソンで買ってきたくれたケーキです． みんな嬉しそうにケーキを食べています．

Gezerさんと畑中先生です．
何を話しているのでしょうか．

ケーキを食べる髙津君．
実は自撮り！？



Gezerさん歓迎&4月5月誕生日(HFP)
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お菓子を選ぶ舩田君と田原君． しっかりカメラ目線の牧原君です．

こちらが大岡山のパティスリークレソンです． こちらは自由ヶ丘のモンサンクレール．

back



学科大掃除
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Gezerさん来日
May 25 , 2015

客員研究者のGülsüm Gezerさんが来日しました

和佐さんがお出迎えです.ようこそ日本へ！ 藤田先生と記念撮影です.

続いて藤田研学生室へとご案内. 藤田研メンバーとご挨拶.

畑中研のメンバーともご挨拶.
皆緊張気味です.

藤田研畑中研のメンバーでお昼ご飯.
これからよろしくお願いします！

back



B4歓迎会HFP
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B4歓迎会HFP
April 6 , 2015

新しくM1の富塚君とB4の田原君，土井君，高津君，征矢君，檀君，中村君が
藤田研，畑中研に所属しました．

倉林研から新たに藤田研に来た富塚君です． 藤田研に所属の田原君．
趣味はサッカー観戦だそうです．

藤田研の土井君です．
土井君は中高でサッカー部とのこと．

藤田研3人目は髙津君です．
読み方はコウヅ君です．

畑中研の一人目は征矢君．
初見ではなかなか読めませんがソヤ君と読みます．

畑中研の檀君．
フォークソングサークル出身だそうです．



B4歓迎会HFP
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畑中研の中村君．
なかなかのキャラの濃さを垣間見えたので今後に期待で

す．
いきなりB4に絡みに来た仲野君．

歓迎会HFPの様子です．
B4が藤田先生，畑中先生を囲んで挨拶をしています．

藤田研，畑中研の集合写真です．
今年から人数が増え楽しくなりそうですね．

back



お土産・季節 3月
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お土産・季節のたより 3月

3月8日

私高津が卒業旅行としてラスベガスに行って

きました．

たくさんのチップを勝ってこようと意気込ん

で行きましたが，

夢はかなわず，チップ型のチョコを買って帰

りました．

CDC2016に行く方々には，ぜひ勝ってきて

欲しいと思いました．

3月10日

土井君が静岡県の伊豆で買ってきてくれまし

た．

高校の友達と卒業旅行に行ってきたそうで

す．

ビスケット周りにチョコがたっぷりとまとわ

りついた棒状のお菓子です．

おおざっぱに言うと太いポッキーみたいな感

じです．

しかし大きくなったことでビスケットのサク

サク感が増しており，

ポッキーとは違った良さがあります．

土井君ありがとうございました．

3月10日

Widhi君が箱根に行ったときに買ってきてく



お土産・季節 3月
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れました．

とってももちもちしたおもちの中に小豆が

入っていて，

研究の合間に食べるのにちょうどいいです．

緑茶やコーヒーとも合いそうです．

ちなみに土井の草もちと書いてありますが，

Widhi君のお土産です

3月10日

和佐君と山内君がSICEマルチシンポジウムに

行った際に買ってきてくれました．

きしめんパイというなかなかインパクトのあ

る名前です．

ワクワクしながらかじってみましたが，中に

きしめんは入っていませんでした．

残念です．

パイは程よい固さで，まっすぐなので食べや

すかったです．

和佐君，山内君，ありがとうございました．

3月11日

中村君が四万温泉に行った際に

温泉饅頭とクッキーを買ってきてくれまし

た．

温泉饅頭はまろやかな味でおいしかったで

す．

クッキーは四万温泉のキャラクターがプリン



お土産・季節 3月
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トされている点に惹かれ

購入を決心したそうです．

あっさりとした味でとても満足できるクッ

キーでした．

中村君美味しいお土産をありがとうございま

した．

3月27日

土井君がアメリカで買ってきました．

ハーシーズのチョコレートです．

私は一度食べてみたいと思っていたので感激

です．

食べてみたら，期待通りのおいしいチョコ

レートでした．

土井君ありがとうございました．

3月27日

こちらも土井君が買ってきてくれました．

土井君はフロリダからナイアガラまで，

アメリカ東側のあらゆるところに行ったよう

です．

これはブルックリンコーヒーというおいしい



お土産・季節 3月
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コーヒーです．

まだ飲んでいませんが，とても楽しみです．

土井君ありがとうございました．



お土産・季節 2月
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お土産・季節のたより 2月

2月22日

Widhi君が京都・奈良へ旅行に行った際

買ってきてくれたおみやげです．

久しぶりに八つ橋を食べられて

とてもおいしかったです．

おいしいお土産ありがとうございました．

2月29日

和佐君が台湾へ行った際

買ってきてくれたおみやげです．

2種類のパイナップルケーキが入っていまし

た．

バターがきいていてとてもおいしかったで

す．

和佐君、ありがとうございました．

2月29日

Gezerさんがスキー旅行へ行った際

買ってきてくれたおみやげです．

こしひかり米が使われている

ベイクドショコラです．

上品な甘さでとてもおいしかったです．

Gezerさん、ありがとうございました．



お土産・季節 2月
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2月29日

金君が韓国へ帰省した際

買ってきてくれたおみやげです．

黒ゴマが使われたクッキーです．

ゴマの風味とクッキーのサクサク感が

マッチしてとてもおいしかったです．

金君、ありがとうございました．

2月29日

Stian君が北海道へ旅行に行った際

買ってきてくれたおみやげです．

定番の白い恋人と、まりもようかんでした．

まりもようかんはピックで刺すと

ツルンと周りのゴムが剥けて

遊び心にも富んだお菓子でした．

おいしいお土産ありがとうございました．

2月29日

研究室でスキー旅行に行った際

みんなで買ってきたおみやげです．

チーズの風味とケーキの甘さのバランスがよ

く

とてもおいしかったです．

おいしいお土産ありがとうございました．

2月29日



お土産・季節 2月
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哲平君がスキー旅行に行った際

買ってきてくれたお土産です．

中には1口サイズのお饅頭が

たくさん入っていました．

やさしい甘さで緑茶とよく合いおいしかった

です． 哲平君、ありがとうございました．



お土産・季節 1月
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お土産・季節のたより 1月

1月4日

髙津君が実家に帰省した際、

浜松SAで買ってきてくれました．

チョコレート味の源氏パイは新鮮で

おいしかったです．

髙津君ピアノのハーモニーが聞こえてくるよ

うな

おいしいお土産ありがとうございました．

1月4日

田原君が新潟で買ってきてくれました．

えびせんかと思ったのですが，カニが入って

いるみたいです．

僕は素人なので違いが判りませんが，きっと

新潟で生まれ育った田原君はえびせんとかに

せんべいの違いに詳しいのでしょう．

明日聞いてみようと思います．

1月5日

舩田君が安比高原にスキーに行った際に

買ってきてくれました．

「かもめの玉子」と

「安比高原のマドレーヌ」です．

ちょうどいい甘さでとてもおいしかったで

す．



お土産・季節 1月
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舩田君，ありがとうございました．

1月6日

藤田君が帰省した際に

買ってきてくれました．

秋田の比内地鶏のせんべいということです．

焼き鳥風味の味付けでとてもおいしいです．

これは比内地鶏が食べたくなりますね．

次は地鶏を買ってきてもらいますか．

藤田君，ありがとうございました．

1月14日

北海道札幌東高等学校の2年生10名と先生1

名が畑中研に来研した際にいただきました．

いつも通り藤田研で実験を見てもらいまし

た．

みな集中した表情で実験を見ていて，十分楽

しんでいただけたことかと思います．

北海道といえばこれですよね．

やはり安定したおいしさがありますよね．

先生ありがとうございました．

1月18日

富塚君がセンター試験休みを利用して

上海に旅行した際に買ってきてくれました．

2泊３日でしたが、とても充実していたそう

です．

とても舌触りがよいお菓子で



お土産・季節 1月
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上海に行った気分になりました．

富塚君おいしいお土産をありがとうございま

した．

1月18日

田原君と高津君がスノボで買いました．

新宿から夜行バスで赤倉温泉に行き，

２日間たくさん滑りました．

ナイターは22時まで営業しており，昼間と

は一変した雰囲気の中スノーボードを楽しめ

ました．

ナイターのリフトから見た妙高の月はきれい

な三日月でしたが，こちらのお菓子はしっか

り丸かったので安心しました．

1月25日

Widhi君が斑尾高原にスキーに行った帰りに

買ってきてくれました．

真田幸村が描かれた箱が素敵です．

パッケージにはベイクドショコラと書いてあ

ります．

はじめはしっとりとしたチョコレート味の

クッキーのようですが， 次第にチョコレー



お土産・季節 1月
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トが溶け出してきて， とってもおいしかっ

たです．

Widhi君ありがとうございました．



お土産・季節 12月
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お土産・季節のたより 12月

12月11日

藤田研の大先輩のImanさんが，

来研した際に持ってきてくださいました．

チョコでコーティングされたケーキで，

藤田先生からは「おーやわらかいねー」とい

う

コメントをいただきました．

Imanさん，おいしいお土産と，

大変勉強になるお話をありがとうございまし

た．

12月11日

和佐君の友人のPhilippさんが持ってきてく

ださいました．

ホワイトチョコだと思って食べると，中には

キャラメルが入っておりほんのりウイスキー

の味がしました．

他には，ピーナッツの上品な甘みがするもの

もありました．

先生と和佐さんには特別に素敵なお土産をく

ださいました．

ありがとうございました．

12月21日

CDCに参加したみなさんからのお土産です．



お土産・季節 12月
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いろいろな種類があり，

選ぶのに迷ってしまいました．

付属のエッフェル塔のミニピックも

非常におしゃれです．

ありがとうございました．



お土産・季節 11月
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お土産・季節のたより 11月

11月4日

木﨑君が東京モーターショーに行ったときに

買ってきてくれました．

中身はシンプルでおいしいクッキーです．

一眼レフで撮ってきた写真も

たくさん見せてくれました．

夢が広がりました．

木﨑君，ごちそうさまでした．

11月16日

Widhi君が鎌倉で買ってきてくれました．

鎌倉こまんじゅうは，

こしあん入りと白あん入りがあります．

山内君は，どっちを食べたかわからないけれ

ど

とてもおいしかったと言っていました．

みなさまに味を届けることはできませんが，

鎌倉の魅力が描かれたパッケージを楽しんで

ください．

Widhi君，ありがとうございました．

11月16日

先日ドイツから帰国した和佐君が向こうで

買ってきてくれました．

研究などで疲れた頭に，ちょこがいいです



お土産・季節 11月
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ね．

ドイツのお菓子，おいしかったです．

和佐君ありがとうございました．

11月24日

髙津君が実家の近くにあるとっておきの

みかん屋さんで買ってきてくれました．

これは髙津君が嬉しそうにみかんを積み上

げ,

撮った写真です．

とても甘いみかんで

とっておきという事が納得の味でした．

美味しいお土産ありがとうございました．

11月30日

山内君が愛知県の豊橋で買ってきてくれまし

た．

パッケージには岐阜と書いてあります．

バターの風味がしっかりしていて，おいしい

ラングドシャでした．

いつか愛知に行ったときにはお土産に買いた

いです．

山内君ありがとうございました．



お土産・季節 10月
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お土産・季節のたより 10月

10月14日

舩田くんが親戚に頂いたお菓子を，

研究室に持ってきてくれました．

カナダのお菓子のようです．

カロリーがかなり高いみたいなので，

食べ過ぎ注意ですね．

舩田くんありがとうございます．

10月15日

Widhi君が作ってくれたインドネシアの料理

です．

スパイシーなチキンに

ピーナッツソースをつけて食べます．

工大祭のインドネシア留学生のお店で

販売していたものを，

今回は研究室のみんなに作ってくれました．

Widhi君ありがとうございます．

10月19日

パッケージに書いてある通りチョコです．

アメリカに渡航していた和佐君が買ってきて

くれました．

今度はドイツに行くそうです．

また，ブログを更新するそうなので，

見てください．



お土産・季節 10月
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和佐君，ありがとうございました．



お土産・季節 9月
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お土産・季節のたより 9月

9月1日

田原君が仙台のお土産として，

ずんだキャラメルを買ってきてくれました．

豆の味が予想以上にして，

それがいいアクセントとなっていて，

とてもおいしくいただくことができました．

田原君，ご馳走様でした．

9月8日

檀君がハワイに行った際のお土産として

マカダミアチョコを買ってきてくれました．

チョコレートの甘さとマカダミアナッツの風

味が

うまく合っていてとてもおいしかったです．

檀君，ありがとうございました．

9月11日

私高津が九州のお土産を買ってきました．

阿蘇の近くの菊池市というところのお菓子で

す．

宿に置いてあり，

気に入ったので買ってきました．

是非お茶と一緒に召し上がって頂きたいで

す．



お土産・季節 9月
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9月11日

田原君が新潟に帰省した際に買ってきてくれ

ました．

柿の種クランチという名前を見て，

一発屋のようなお菓子だと思ったのですが，

いざ食べてみると，チョコと柿の種がものす

ごくマッチしていておいしかったです．

田原君，ありがとうございました．

9月14日

舩田君が旅行で買ってきてくれました．

静岡県の伊東で

テニスなどを楽しんできたそうです．

京都のお菓子のようなおしゃれな見た目です

が，

静岡県のお菓子のようです．

舩田君，ありがとうございます．

木崎君がインターンの帰りに

買ってきてくれました．

カステラ生地に，まろやかな黄金あんを包ん

だ和菓子です．

やさしい味で，とてもおいしかったです．

木崎君，ありがとうございました．

新しく藤田研に加わった留学生のWidhi君

が，

故郷のインドネシアで買ってきてくれまし

た．



お土産・季節 9月
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日本の扇子に大変良く似た，

センスのいいお土産だと思います．

Widhi君，ありがとうございます．

こちらもWidhi君が買ってきてくれました．

藤田研のいつものコーヒーと

飲み比べてみたいと思います．

ありがとうございます．



お土産・季節 8月
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お土産・季節のたより 8月

8月3日

キム君が京都のお土産として，

抹茶のラングドシャを買ってきてくれまし

た．

ただ甘いというものではなく，

抹茶の苦味がうまくマッチングしていて，

とてもおいしくいただけました． キム君，

ありがとうございました．

8月17日

山内君が帰省した際に，お土産を買ってきて

くれました．

なごや嬢という名前のお菓子で，

ホワイトチョコのウエハースでした．

サクサクしていて，

おいしくいただきました．

山内君ごちそうさまでした．

8月18日

髙津君が帰省した際のお土産です．

うなぎパイを出している会社が出している商

品だそうです．

うなぎの要素があまりわからない…けどおい

しかったです．



お土産・季節 8月
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髙津君ありがとうございました．

8月20日

木崎君が富士山で買ってきてくれました．

袋を開けると，それはそれは美しい

雪をかぶった富士山が現れました．

木崎君，見た目も楽しいチョコクランチを

ありがとうございました．

8月26日

仲野君が帰省した際のお土産です．

カステラ風味でとてもおいしかったです．

一つの袋に三枚のおせんべいが入っていて

ボリューム満点でした．

仲野君ありがとうございました．

8月31日

牧原君が帰省の際に買ってくれたお土産で

す．



お土産・季節 8月
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甘いラングドシャのクッキーにレモンの酸っ

ぱさ

がマッチして美味しかったです．

牧原君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13日

Siyuan君が白い恋人を買ってきてくれまし

た．

稚内空港に飛び，宗谷岬，利尻島，旭川，

美瑛，富良野，札幌，小樽，登別，函館，青

森を

１４日間かけて観光したそうです．

時代村での手裏剣体験や牧場での乗馬，

青函トンネルを通ったことなどを

写真を交えて教えてくれました．

Siyuan君，ありがとうございました．

7月22日

Paavoさんがお土産をくださいました．

Paavoさんは山内君と特に親しく，

先日は藤田研のみんなと一緒に

フットサルをしました．

Paavoさんごちそうさまでした．

7月22日

Gunterさんがお土産をくださいました．

和佐君は，Gunterさんの自宅に

泊めていただいたこともあるそうです．

今回は，セミナーをしていただきましたので



お土産・季節 7月
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ぜひその様子もご覧ください．

Gunterさんありがとうございました．

7月24日

藤田研OBの西さんがお土産をくださいまし

た．

藤田先生への結婚報告のために来研され，

そのあとは学生とお好み焼きを食べに行きま

した．

いろいろお話を聞かせていただきありがとう

ございました．

このお菓子もとてもおいしかったです．

西さん，ありがとうございました．

7月27日

木崎君が滋賀のお土産を買ってきてくれまし

た．

鳥人間コンテストの応援のため，

琵琶湖まで行ってきたそうです．

お菓子は白餡が入っていてとてもおいしく，

和佐君も絶賛していました．

木崎君，ごちそうさまでした．



お土産・季節 6月
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お土産・季節のたより 6月

6月5日

山内君がAsian Control Conferenceに

参加した際に買ってきてくれました.

甘いチョコレートと歯ごたえのあるアーモン

ドの組み合わせがとてもおいしかったです.

山内君,ごちそうさまです.



お土産・季節 4月
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お土産・季節のたより 5月

5月7日

髙津君が実家に帰省した際に

買ってきてくれたお土産です．

浜名湖名産・夜のお菓子 うなぎパイです．

ちなみに夜のお菓子というのは

夜に家族で 団欒してほしいという意味が

込められているそうです．

髙津君、ごちそうさまでした．
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