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Events 2004 年度

3月4日(金)

中曽さんの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

3月4日(金)>

北陸地区学生による研究発表会に，東先生，星名君，古田さんが参加し，

星名君と古田さんが発表しました．

2月28日(月)

第2回ハイブリッドシステム拡大セミナーが金沢大学工学部で開かれました．

詳しくはこちらまで

2月24日(木)

2004 年度計測自動制御学会 学術奨励賞に村尾さんが選ばれ，22 日（火）に表彰式が ありました．

お祝い FFP が開かれました．

詳しくは FFP まで

2月21日(月)

卒研発表お疲れ様 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

2月21日(月)

B4 の卒研発表がありました．

詳しくはこちらまで

2月18日(金)

OB の河合（宏）さんが研究室に来られました．

なんと，今日の午前に赤ちゃんが生まれたそうです．おめでとうございます．

詳しくは FFP まで

2月18日(金)
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内山さんが研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

2月15日(火)

角間へ新校舎探検隊が派遣されました．

詳しくはこちらまで

2月10日(木)

東先生の講師就任おめでとう FFP がありました．

詳しくは FFP まで

2月9日(水)

修士論文口頭発表会が行われ，

石川さん，藤田（常）さん，村尾さんが発表しました．

詳しくはこちらまで

2月8日(火)

東先生の講師就任が決定しました．

詳しくはこちらまで

2月7日(月)

藤田先生最後の講義が終わりました．

詳しくはこちらまで

2月5日(土)

長岡技術科学大学の滑川先生が打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

2月3日(木)

今日は節分でした．

恒例の豆まきをしました．

詳しくはこちらまで
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1月28日(金)

UIUC (University of Illinois at Urbana-Champaign) の M.Spong 先生から写真が届きました．

詳しくはこちらまで

1月27日(木)

新年会も兼ねて，ドクターの皆さんお疲れ様 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

1月27日(木)

河合さん，向井さんの博士論文公聴会がありました．

詳しくはこちらまで

1月25日(火)

内藤さんの博士論文公聴会がありました．

詳しくはこちらまで

1月21日(金)

向井さん就職内定 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

1月12日(水)

藤田先生が，SICE セミナー「ロバスト制御入門」で講師をされました．

12月28日(火)

大掃除 & 忘年会 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

12月28日(火)

OBの河合(宏)さんが来られました．

12月27日(月)

河合さんの誕生日 FFP がありました．

詳しくはFFPまで
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12月27日(月) 

河合さん，向井さんの予備審査会がありました．

12月26日(日)

OBの梅村さんと相楽さんが遊びに来ました．

12月21日(火)

4 年生の卒業研究中間発表がありました．

詳しくはこちらまで

12月20日(月)

クリスマス FFP がありました．

詳しくはFFPまで

12月13日(月) ～ 17日(金)

バハマで行われた国際学会 CDC (Conference on Decision and Control) に藤田先生が参加し，村尾さんが

発表されました．

詳しくはこちらまで

12月8日(水)

トーマスのお母さん & 妹さんが研究室を訪問し，FFP が開かれました．

詳しくはFFPまで

12月4日(土)

OB の丸山さんが来られました．

詳しくはこちらまで

12月3日(金)

フロンティアセミナーがありました．

詳しくはこちらまで

12月3日(金)

内藤さんの予備審査会がありました．
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12月1日(水)

河合さんの就職内定 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

11月29日(水)

月刊アカンサスニュース 2004.11 第95号に Gunther Schmidt 教授の学長室訪問の様子が 掲載されまし

た．

詳しくはこちらまで

11月17日(水)

高嶋さんからドイツのお土産をいただきました．

詳しくはこちらまで

11月10日(水) ～ 11月12日(金)

浜松で開かれた第33回制御理論シンポジウムに，

藤田先生，東先生，河合さん，向井さん，村尾さん，中曽さん，見本さん，米村さんが参加しました．

詳しくはこちらまで

11月8日(月) 

Thomas が会社からボーナスをもらい，FFP を開きました．

詳しくはFFPまで

11月1日(月)～2日(火)

東先生がシステムバイオロジーの研究打ち合わせのため早稲田大学に行かれました．

11月2日(火) 

藤田先生が金沢大学進学説明会のため羽咋高等学校に行かれました．

詳しくはこちらまで

10月29日(金) 

Super Science High school (SSH) の泉ヶ丘高校理数科の生徒さんが研究室に来ました．

詳しくはこちらまで
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10月28日(木) 

藤田先生が工学部角間キャンパスの見学に行かれました．

詳しくはこちらまで

10月26日(火)

東先生が電気学会北陸支部大会見学会に出席されました．

10月25日(月)

河合さんと向井さんが計測自動制御学会北陸支部優秀論文発表賞を受賞されました．

10月25日(月)

村尾さんが国際会議論文発表者助成を受けられました．

詳しくはFFPまで

10月25日(月)

杜さんが来研されました．

詳しくはこちらまで

10月22日(金)

第1回ハイブリッドシステム拡大セミナーが北陸先端科学技術大学院大学で開かれました．

詳しくはこちらまで

10月12日(金）

藤田先生お誕生日 FFP がありました．

詳しくはFFPまで

10月8日(金） Thomas 歓迎 ＆ マツさんお帰り FFP がありました．

詳しくはFFPまで

10月7日(木) 

高嶋さんを見送りに行きました．

詳しくはこちらまで
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10月7日(木) 

電子情報科学専攻公開講演会「電子情報技術の新潮流と産学連携」 が開かれました．

藤田先生が司会をされました．

10月7日(木) 

中曽さんを見送りに行きました．

詳しくはこちらまで

10月5日(火) 

Tohmas 歓迎 ＆ 見本さん誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

10月5日(火) 

ドイツの Technische Universität München (ミュンヘン工科大学) から

Gunther Schmidt 先生が来られ，講演されました．

詳しくはこちらまで

10月4日(月) 

ドイツの Technical University of Ilmenau (イルメナウ工科大学) から留学生の Thomas さんが来ました．

詳しくはこちらまで

9月30日(木) 

ほっしーの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

9月30日(木) - 10月1日(金) 

東先生が東京に研究打ち合わせに行かれました．

9月30日(木)

藤田先生が University of Karlsruhe で講演されました. 

9月29日(水) 

内藤さんの送別会, 高嶋さん中曽さんの壮行会 FFP がありました．
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詳しくは FFP まで

9月29日(水) 

高嶋さんの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

9月27日(月)-29(水) 

ドイツのイルメナウで 49th International Scientific Colloquium (IWK) が開かれました

藤田先生と松田さんが参加し, 藤田先生が発表されました．

9月25日(土) 

Advanced Theory and Application of Control Systemss (ATACS2004)で

藤田先生が講演されました．

9月20日(月)-22(水)

研究室旅行 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

9月18日(土) 

名古屋で開かれた 「JST 新領域探索プログラム～生物制御学の可能性を探る～」 第 1 回会合に

東先生が参加しました．

9月17日(金)～18日(土)

北陸支部連合大会がありました．

9月16日(木)

藤田（常）さんの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

9月8日(水)～10日(金)

ベルギーで Fifth IFAC Workshop on Time-Delay Systems TDS'04 が開催され，

東先生が参加し，発表しました．



Events

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/event2004.html[2015/04/27 15:08:47]

9月8日(水)

金沢工業会誌 No.145 にオープンキャンパスについての記事が掲載され，

藤田研の写真が載りました．

詳しくはこちらまで

9月6日(月)

Sawodny 先生が藤田研に来られました．

詳しくは FFP まで

9月6日(月)

Flexi のセミナーがありました．

9月2日(木)～4日(土)

2004 IEEE Conference on Control Applications が台湾で行われました．

藤田先生が Invited Sessions Chair として参加し，河合さん，向井さんが発表されました．

詳しくは こちら まで

9月1日(水)

大学院入学試験合格 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月31日(火)

金沢駅まで Marc を見送りに行きました．

詳しくはこちらまで

8月30日(月)

Marc の本当のお別れ FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月30日(月)

博士後期課程入学試験合格者発表がありました．

詳しくはこちらまで
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8月24日(火)

Marc Farewell FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月24日(火)

Marc のセミナーがありました．

8月23日(月)

松田君のお見送りをしました．

詳しくはこちらまで

8月20日(金)

松田君の壮行会がありました．

詳しくは FFP まで

8月19日(木)

東先生が東京大学で開催された 「SICE MR システム調査研究会」 に参加しました．

8月11日(水)

東先生が研究打ち合わせのため早稲田大学に行かれました．

8月10日(火)

松室君の誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

8月9日(月)

東先生が研究打ち合わせのため慶応大学に行かれました．

8月7日(土)～8月8日(日)

工学部のオープンキャンパスがありました．

藤田研 OB のよっちさんや中曽さんのお姉さんにも来ていただきました．

詳しくはこちらまで

8月7日(土)
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高校生見学会がありました．

詳しくはこちらまで

8月4日(水)～8月6日(金)

北海道工業大学で 43rd SICE Annual Conference（SICE2004） がありました．

村尾さん，松田さん，Felix が参加し，村尾さんが発表されました．

詳しくはこちらまで

8月5日(木)

河合さんが助成金をいただいたので FFP を開きました．

詳しくは FFP まで

8月4日(水)～5日(木)

ソフトボール大会がありました．

詳しくはこちらまで

7月31日(土)

長岡技術科学大学の滑川先生と金沢工業大学の鈴木先生が研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

7月30日(金)～31日(土)

東先生が，内灘で開かれた 生物工学若手研究者の集い に参加し講演されました．

7月30日(金)

Marc の FFP for getting a new visa がありました．

詳しくは FFP まで

7月29日(木)

博士後期課程の入試がありました．

堀川さんが受験に来られました．

7月29日(木)

米村君の誕生日 FFP がありました．
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詳しくは FFP まで

7月28日(水)

東先生が金沢に戻られました．

7月27日(火)

IMV 株式会社の内山さんが打ち合わせに来られました．

7月26日(月)～28日(水)

東先生が，大阪で開かれたIFAC Symposium on Large Scale Systems (LSS2004) に参加し発表されまし

た．

7月22日(木) 

藤田先生が，金沢二水高等学校で，大学学部・学科説明会の講師をされました．

7月22日(木) 

藤田研OBの原さんが来られました．

詳しくはこちらまで

7月20日(火)～23日(金) 

東先生が， Melbourne で開かれた Asian Control Conference に参加し発表されました．

7月20日(火)

河合さんが 財団法人 井上科学振興財団 から助成金をいただきました．

7月17日(土)

第 1 回医療ロボットセミナーがありました．

詳しくはこちらまで

7月13日(火)

向井さんの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

7月9日(金)
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計測自動制御学会北陸支部講演会が開かれました.

名古屋工業大学の望山先生がご講演されました.

詳しくはこちらまで

7月7日(水)

ヤスさんの論文掲載FFPがありました.

詳しくは FFP まで

7月5日(月)

藤田先生が University of Illinois で講演されました.

7月1日(木) 

石川さんの就職内定 FFP がありました.

詳しくは FFP まで

6月30日(水) ～ 7月2日(金)

2004 American Control Conference に, 藤田先生が参加されました.

6月28日(月)

古田さんの誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月25日(金)

東先生が，北野プロジェクト（システムバイオロジー）の研究打ち合わせのため，東京に行かれまし

た．

6月24日(木)

石川さん誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月22日(火)

2004 年度第 2 回ハイブリッドセミナーが JAIST でありました．

詳しくはこちらまで
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6月18日(金) 

藤田研 OB の丸山さんがいらっしゃる不二越へ見学に行きました．

詳しくはこちらまで

6月17日(木) 

古田さんの祝☆内々定 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月16日(水) 

河合（宏）さんが研究室に来られました．

詳しくはこちらまで

6月10日(木) 

平野さん誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月9日(水) 

Marc Welcome & 東先生誕生日 FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月8日(火)

藤田（常）さんの就職先が決定したので，タイヤキ FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月4日(金)

藤田先生が, 神戸大学で開かれた「力学系・生物系の本質から制御を考える調査研究会」に参加されまし

た.

6月4日(金)

東先生が, 早稲田大学 内田研究室で「システム制御理論とシステムバイオロジー」というタイトルで講

演されました. 

6月4日(金)
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藤田研 OB の中川さんが来られました．

詳しくはこちらまで

6月3日(木)

Marc さん歓迎タイヤキ FFP がありました．

詳しくは FFP まで

6月1日(火)

ドイツの University of Karlsruhe (カールスルーエ大学) から留学生の Marc さんが来ました．

詳しくはこちらまで

5月29日(土)

SICE 制御部門 高校生向けセミナー「制御 ～動きをデザインする科学技術～」が北九州の学術研究都市

で開かれ，

藤田先生が「通信の制御 ～インターネットの交通整理～」というタイトルで講演されました．

5月28日(金)

東先生が, 北野プロジェクト（システムバイオロジー）の研究打ち合わせのため, 東京に行かれました.

5月26日(水) - 28日(金)

第4回制御部門大会が北九州で開かれました．

藤田先生と中曽さんが参加し，平野さんと村尾さんが発表しました．

詳しくはこちらまで

5月26日(水)

金沢大学地域貢献雑誌 「地域とともに」に，産学官連携に対する取り組みのページに写真が載りまし

た．

詳しくはこちらまで

5月25日(火)

仁愛女子高等学校の生徒が大学見学に来ました．

藤田先生が金沢大学工学部の説明をしました．

詳しくはこちらまで
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5月14日(金)

2004 年度第 1 回ハイブリッドセミナーが金沢大学でありました．

詳しくはこちらまで

5月11日(火)

山梨学院大学附属高校の 2 年生が，授業の一環として大学見学に来ました．

詳しくはこちらまで

5月6日(木)

藤田研 OB の相楽さんが遊びに来ました．

詳しくはこちらまで

5月2日(日)

金沢工業会誌 No.144 に初代最優秀教員賞を受賞した藤田先生のコメントと，

工学部長賞を受賞した中曽君の写真が掲載されました．

詳しくはこちらまで

4月30日(金)

2004年度最初の医療セミナーがありました．

詳しくはこちらまで

4月29日(木)

4 年生歓迎バーベキュー FFP がありました．

詳しくは FFP まで

4月27日(火)

研究室配属が決定しました．

詳しくはこちらまで

4月23日(金)

内山さんが研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで
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4月23日(金)

「計測と制御」という計測自動制御学会誌に学術奨励賞を受賞した平野さんが掲載されました．

詳しくはこちらまで

4月19日(月)

4 年生の米村君が研究室にやって来ました．

詳しくはこちらまで

4月17日(土)

月刊アカンサスニュース 2004.4 第89号と工学部の広報に，藤田先生に関する記事が掲載されました．

詳しくはこちらまで

4月17日(土)

長岡技術科学大学の滑川先生と金沢工業大学の鈴木先生が研究打ち合わせに来られました．

詳しくはこちらまで

4月15日(木) - 16日(金)

4 年生の研究室見学会がありました．

詳しくはこちらまで

4月14日(水)

Flexi 歓迎 and ヤスさんお帰り FFP がありました．

詳しくは FFP まで

4月14日(水)

卒業研究説明会がありました．

4月12日(月)

Felix 君 Welcome Taiyaki FFP をしました．

詳しくは FFP まで

4月10日(土)

特別研究生の Felix 君を迎えに行きました．
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詳しくはこちらまで

4月10日(土)

河合（宏）さんが研究打ち合わせのため，研究室を訪れました．

詳しくはこちらまで

4月7日(水)

大学院の入学式は医学部の十全講堂で行われました．

林学長のお話がとても熱い素晴しい入学式でした．

詳しくはこちらまで

4月5日(月)

兼六園へお花見に行きました．

詳しくは FFP まで

4月2日(金)

川崎重工業のリクルーターの加賀谷さんが研究室に来られました．

詳しくはこちらまで
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Fujita Family Party

March 4, 2005

第177回FFP

昨日，3 月 3 日は中曽君の誕生日でした．

そこで，誕生日に FFP が行われました．

今年の抱負は，

「運動をする」

「東京で○○をがんばる」

です．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

23 歳になりました中曽です． ケーキと花を買ってきました．
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小さなニューヨーク，メープルハウスのケー

キです．

ケーキ その 1 ．

ケーキ その 2 ．

 

東京でがんばります!!
じっくり選びます．

「ゆうか」も狙いを定めたようです．

  

ゆうか：「とらないで～」 がはははは

  

いっただっきま～す． オラ，わくわくしてきたぞ!!



ffp 177st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/050304/050304.html[2015/04/27 15:08:51]
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ハイブリッド拡大セミナー

February 28, 2005

第 2 回ハイブリッドシステム拡大セミナーが金沢大学工学部で開かれました．

ゲストとして，熊本大学の汐月先生をお招きしたセミナーでした．

遠く九州からご足労いただき，ありがとうございました．

 

楽しみですね～ 本日のゲスト，汐月先生

 

それでは始めますか 熱く語る汐月先生

 

http://www-fujita.ee.t.kanazawa-u.ac.jp/seminar/seminar_main.html
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藤田研のテレオペを見ていただきました 本日はありがとうございました
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/050224/050224.html[2015/04/27 15:08:55]

Fujita Family Party

February 24, 2005

第176回FFP

昨日，村尾さんが SICE の学術奨励賞を受賞されました．

そこで，お祝いに FFP が行われました．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

その 1 ． その 2 ．変わった形です．

  

その 3 ． 分けます．
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賞状

Yeah!!

＄＄＄＄

俺らも・・・

  

すばらしいね～ よねじもね!!

  

感想を述べる村尾さん 俺もとっちゃうよ～
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いいよな～ このまま止まりませんよッ!!
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卒研発表

February 21, 2005

B4 の卒研発表がありました．

1 年の成果を思いっ切り発表できましたか？

何はともあれ，皆さんお疲れ様でした．

 

はっさんアイドリング中 撮らないで下さい

 

ここでテンパるなよ 余裕のよねじ
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余裕（？）のゆーか 待機中

 

去年を思い出すなぁ よねじ使用中

 

はっさんランニング中 落ち着きを取り戻したしんや
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マイペースなほっしぃ 最後はゆーか

 

みんなお疲れ様～ 何もしてない人が疲れてます
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内山さん来研

February 18, 2005

内山さんが研究打ち合わせに来られました．

片手にはしっかりとお土産を…．

いつもありがとうございます．

 

最近どうよ？ あ～いろいろありましたねぇ

 

絹のような舌触り ではいただきます
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今日はちょっと相談が… なんですかぁ？

 

あっ，その話ですかぁ 悩むみんな

 

それはアレですよ～ 全然わかりませんって
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ゆーかはどうだったの？ ほえっ？私ですか？

 

なるほどね～ 頑張って下さい
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新校舎探検隊

February 15, 2005

角間へ新校舎探検隊が派遣されました．

新しい部屋のレイアウトなどを考えるため，新校舎の下見をすることに．

 

ここが新しい研究室です 通路側から見たところ

 

それではさっそく潜入です 通路を左に見て…
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右を向くと棚が置いてあります 振り向けば足元になにか置いてあります

 

棚の後ろは…何も無い 数少ない引き出しは争奪戦か？

 

次は実験室です 撮るなよ～
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結構広いです 反対側の壁にも棚が並んでいます

 

抜け目なくチェックしていくよねＧ 電源がニョキニョキ

 

共用スペースです コンロ発見！これで無事に暮らせます （？
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Fujita Family Party

February 10, 2005

第173回FFP

東先生は助手から講師へ昇格されます．

そこで，東先生の昇格おめでとう FFP が行われました．

場所は「みやざき」．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

焼肉屋みやざき 幹事のヨネジ

  

主役の東ティーチャー 盛り上がってます．
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できあがってます． 変な人，その1

  

変な人，その2 こちらでは大食い大会が・・・

  

「がんばれ～」と黄色い声援． 何かに驚くはっさん．
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今度は深刻そうな話． バタンキュー（古い?）

  

恋愛話で盛り上がる♪

(あるある探検隊風)
集合写真



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/050209/050209.html[2015/04/27 15:09:12]

修士論文口頭発表会

February 9, 2005

修士論文口頭発表会が行われ，

石川さん，藤田（常）さん，村尾さんが発表されました．

これで皆さん無事に修了…のはず！？

青文字のコメントはマウスを載せると画像が変わります．

 

Microsoft と闘うトシさん 緊張の一瞬ですな～

 

俺のファイルだけ重い… あらぬ方向へむけるトシさん
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石川さん稼動中 質疑応答です

 

マイペースで進むトシさん よし，俺は満足した

 

最後は村尾さん …ふっ
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ヨレヨレのトシさん いや～終わった終わった

 

マツめ～！笑いやがって！ 皆さんお疲れ様でした～
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東先生講師就任決定

February 8, 2005

今日，東先生が来年度から講師に就任されることが決定しました．

 

え，決まったの？ おめでと～

 

いや～ありがとうございます 抱負とか，ないんですか？
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う～ん…よし 俺についてこい！
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最後の講義

February 7, 2005

今日は藤田先生が金沢大学で行う最後の講義でした．

講義の終わりに，生徒から先生へ花束を贈りました．

先生，今までありがとうございました．

これからの更なるご活躍をお祈りしています．

 

それでは講義を始めます 今日で最後かぁ

 

ほら，美しいですね～ 今日はこれでおしまいです
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花束贈呈．感動にむせる先生 お疲れ様でした

 

影の TA たかＰと一緒に 色鮮やかな花束
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滑川先生来研

February 5, 2005

長岡技術科学大学の滑川先生が打ち合わせに来られました．

雪の降る中，遠い新潟から車を運転されてきたそうです．

新潟県中越大震災以来，初めての来研ですが，被害もそれほどでもなかったそうで，安心です．

お土産のシュークリームもおいしくいただきました．

 

私が滑川です コーヒーとセットで 480 円？

 

肥満への第一歩… そんなの気にしてないだろ
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地震はちょっと怖かったですね～ Thomas とは初顔合わせでした
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節分

February 3, 2005

今日は節分です．

今年も豆をまく日がやってきました．

 

豆買ってきました 年の数だけ食べましょ

 

鬼は俺だ！ 鬼は外～
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鬼に味方するマツ

 

ほっしぃ「この豆うまいな…」

はっさん「食べるなよ」
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自宅訪問

January 28, 2005

藤田先生が今年度の 7 月に M.Spong 先生のご自宅へ訪問されたときの写真が届きました．

 

藤田先生と Spong 先生 Spong 先生の奥さんです
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博士論文公聴会

January 27, 2005

河合さんと向井さんの博士論文公聴会がありました．

河合さんは朝の 8:50 からと，早朝の発表でした．

向井さんは昼一番の発表でした．

それぞれ約 1 時間に渡るプレゼンお疲れ様でした．

 

現場からお送りしております やるぞ～

 

ヤスさん稼動中 お疲れ様でした
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次は向井さんの出番ですよ じゃあやろっか

 

向井さん稼動中 お疲れ様でした
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博士論文公聴会

January 25, 2005

内藤さんの博士論文公聴会がありました．

とても貴重（？）なネクタイ姿の内藤さんです．

いつもと変わらない口調で淡々と進めていく，まさに内藤さんでした．

 

発表前の内藤さん 発表中です

 

お疲れ様です
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Fujita Family Party

January 21, 2005

第170回FFP

今日, 向井さんの就職内定おめでとう FFP が行われました．

今年の 4 月から，金沢大学のベンチャービジネス Laboratory へ勤務です．

どんな仕事をするのでしょうかね～!?

まぁ～研究室の近くなので，ちょくちょく遊びに来ていただきましょう!!

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

ケーキ． このケーキを買った店は，

  

抱負を語る!! ズームアウト．
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目利きする二人． 今日の仕入れに満足気．

  

（ まだ Dr 発表が残ってるんだけど

ね・・・）
それではいただきま～す．
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Fujita Family Party

December 28, 2004

第169回FFP

今日, 忘年会が行われました．

一次会の場所は居酒屋「たぬ喜」．

みなさん喜べるか心配でしたが，楽しそうですね．

それでは忘年会の一部をご覧ください．

 

鍋です． 今日は無礼講だぜ!!

  

絵になりますね!!
飲んでますか～?

「は～ぃ!!」
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まぁまぁ，もっと飲め!!
一人ずつ今年を振り返って一言と，

来年の抱負を一言．

  

東芝でがんばります!!うふっ 相楽さんは，うひゃひゃ

  

楽しそう Tomasは英語で．
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向井さんは卒業． 宏さんはパパ．

  

変なおじさん．

配下．

配下２．

今年は国際化を成功させちゃいましたね～．

  

こちらはオレンジ軍団．

のんだるぜ～

かかってこいやぁ～

腹が膨れました．
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まだまだいけるぜぇ～

はっさんがイッチャイマシタ．

やっさんは物足りなそう．

来年もよい年になりますように．

二次会へ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041228/041228_2/041228_2.html
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Fujita Family Party

December 27, 2004

第168回FFP

今日, やすさんの誕生日 FFP が行われました．

やすさんは，27歳になられました．

「まだまだ，若いもんにはまけん!!」

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

ケーキです． 相楽さんも東京から康さんのお祝いに．

  

ケーキをとります． 今年の抱負を述べる康さん．
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みんな爆笑!! 満足気．

  

先生からのアドバイス． ますますの御活躍を期待しております．
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卒研中間発表

December 21, 2004

4 年生の卒業研究中間発表がありました．

みんな緊張はしていなかったようですが，

実際のところはどうだったんでしょうか？

それでは，現場の進入レポートをどうぞ．

 

朝ご飯よねじ 最後にスライドを眺めるしんや

 

発表会場にマツ参上！ ここが現場です
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それでは，進入してみたいと思います

 

なぜか立たされているよねじ．

なにをやったのか！？

 

司会進行は藤田先生です 1 番手，よねＧいきます！

 

2 番手，はっち ははぁ
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中堅はしんやです なるほどねぇ

 

ほっしぃファイト～ やるじゃな～い

 

トリは優佳で決まりです 終了を告げる先生
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みんなお疲れ～ はい．疲れました

 

わ～い みなさんありがとうございました～
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Fujita Family Party

December 20, 2004

第166回FFP

今日, フレクシー&トーマスによるクリスマス FFP が行われました．

そして，サンタがやってきました．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

かわいい 入り口にかかっております

  

Tree とメインディッシュ コーヒーも入ってFFPがスタートです．
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おっと，Flexi が袋をだした～．

この瞬間から，チロルチョコはサブ忘れ去ら

れ・・・

流石に東先生も身を乗り出します．

  

Wow～その1 Wow～その2

  

さらに， Wow～その3
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Wow～その4
Tomas：「どうだいタカ!?」

たかP：「や，やるじゃね～か」

後編につづく

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041220/041220_2/041220_2.html
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43rd IEEE Conference on Decision and Control

Dec. 13 - 17, 2004

43rd Conference on Decision and Control がバハマで開かれました．

藤田先生と村尾さんと法政大学の河合宏さんが参加しました．

 

ここが会場のホテル Atlantis です． 庭．

 

発表です． Banquet です．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041216/041216.html[2015/04/27 15:09:42]

ショーもありました． Sawodny 先生と Tibken先生．



ffp 165st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041208/041208.html[2015/04/27 15:09:45]

Fujita Family Party

December 8, 2004

第165回FFP

今日, トーマス・ファミリー歓迎 FFP が行われました．

トーマス・ファミリーは先週日本に到着されて，

各地を回った後，金曜に金沢に到着されたみたいです．

ファミリーといっても，マザーとシスターだけで，

ファザーは忙しくて来られなかったそうです．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

コプシュテット家．

左(sister)真中(mother)右(Tomas)
バラの花に負けず，あなたは美しい!!

  



ffp 165st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041208/041208.html[2015/04/27 15:09:45]

JUSCOのシュークリーム． 自己紹介が始まります．

 

耳の辺りが似ております．
心を奪われたシンヤ．

シンヤ：「なんてべっぴんなんだ～」

  

シンヤに見つかってしまいました．

シンヤ：「みたな～」
母は何とサイコロジストだそうです．

  

やはり先生は話が上手と感心してしまいまし
コーヒーが入ると母は喜んだ（俳句）



ffp 165st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041208/041208.html[2015/04/27 15:09:45]

た．

後編につづく

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041208/041208_2/041208_2.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041204/041204.html[2015/04/27 15:09:47]

丸山さん来研

December 4, 2004

OB の丸山さんが来られました．

機器の説明のため，わざわざ富山からお越しいただきました．

本当にありがとうございました．

 

私が丸山です 元気だった？

 

おかげさまで 謎の機器に立ち向かう丸山さん

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041204/041204.html[2015/04/27 15:09:47]

設計図を眺めるマツ．…見てるだけ～ 謎はすべて解けた！…はず



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041203/041203.html[2015/04/27 15:09:48]

フロンティアセミナー 2004

December 3, 2004

フロンティアセミナーが工学部で開かれました．

システムバイオロジー研究機構の守屋さんの招待講演をはじめ，

3 人の方々の研究発表がありました．

 

司会は東先生 貴重なご講演ありがとうございました



ffp 164st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041201/041201.html[2015/04/27 15:09:51]

Fujita Family Party

December 1, 2004

第164回FFP

今日, やっさんの就職おめでとう FFP が行われました．

就職先は，石川高専です．

高専生は生意気かもしれませんが，くじけずにがんばってください．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

やっさん登場． おぉっ，おいしそうです．

  

就職先がきまりました～． 最優秀教員章をめざしてくださいね．



ffp 164st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041201/041201.html[2015/04/27 15:09:51]

 

GET． いっただっきま～す．

  

むさぼります．
もと高専生の星名．

やっさんにアドバイスです．

  

実は，向井さんも決まりました．

近々，FFP が開かれるそうです．
高専でも人気者になってくださいネ



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041129/041129.html[2015/04/27 15:09:52]

アカンサスニュース

November 29, 2004

月刊アカンサスニュース 2004.11 第95号に Gunther Schmidt 教授の学長室訪問の様子が 掲載され

ました．

 

掲載された写真



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041117/041117.html[2015/04/27 15:09:55]

たかPさんお帰り

November 17, 2004

10 月にドイツへ留学していた高嶋さんがみんなにお土産を持ってきてくれました．

お土産争奪戦は恒例のあみだくじで．

 

帰ってきた高嶋さん…あれ？ ドイツで作ってきた伝説について語るたかＰ

 

一生懸命聞くみんな． 一生懸命聞く Flexi．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041117/041117.html[2015/04/27 15:09:55]

ためになります． お土産たち．

 

不味いと評判の美味しいソーセージ．
あみだくじ開催中．参加申込は打ち切りまし

た．

 

目が眩んで輝いているほっしぃ． おっきなマウスパッド．よかったね．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041110/041110.html[2015/04/27 15:10:01]

第33回制御理論シンポジウム

November 10-12, 2004

浜松で開かれた第33回制御理論シンポジウムに，

藤田先生，東先生，河合さん，向井さん，村尾さん，中曽さん，見本さん，米村さんが参加しまし

た．

 

行ってきます． 明日に備えて筋トレ．

 

一日目のトップバッター向井さん．
次のセッションではなぜかタイムキーパー

に．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041110/041110.html[2015/04/27 15:10:01]

 

昼休み．初学会参加でノックアウト？ ちょっとお散歩．浜名湖です．

 

大阪大学の平田先生です． まだ復活できないよねじ．

 

村尾さんも尻尾が生えています． 午後にはヤスさんが発表しました．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041110/041110.html[2015/04/27 15:10:01]

右の方が大阪大学の大塚先生．司会です．

真ん中の方は杉江先生です．

オーガナイズドセッションの

司会は杉江先生です．

 

とても面白い内容でした． その日の夜は懇親会．宮里先生です．

 

原先生の乾杯の音頭． ヤスさんと大塚先生．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041110/041110.html[2015/04/27 15:10:01]

神戸大学の方々と仲良くなりました．

二日目のラウンドテーブルディスカッショ

ン．

写真は木村先生．

 

北野先生です． 続いて早稲田大学の内田先生．

 

最後は電気通信大学の松野先生． 最終日の午前．村尾さんの出番です．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041110/041110.html[2015/04/27 15:10:01]

 

最後のセッションは藤田先生の名司会． 会場をバックに．



ffp 163st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041108/041108.html[2015/04/27 15:10:04]

Fujita Family Party

November 8, 2004

第163回FFP 前編

今日，Tomas が FFP を開きました．

半年間働いていたカンパニー Deihl から，bonus を受け取ったそうです．

やりましたね!!

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

チョコレート これは何でしょうか?

  

Tomas です． オープン



ffp 163st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041108/041108.html[2015/04/27 15:10:04]

  

チョコレートです．すばらしい
マドレーヌです．

神田精養軒だそうです．

  

いっただっきま～す． おっ!!か，彼は!?

  

「ハ～イ」

ユウジ with お土産．
自由の国アメリカから帰ってまいりました．



ffp 163st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041108/041108.html[2015/04/27 15:10:04]

 

彼の行っていたイリノイはこの辺りです．

後編につづく

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041108/041108_2/1108_2.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041102/041102.html[2015/04/27 15:10:05]

進学説明会

November 2, 2004

藤田先生が，羽咋高等学校で開かれた金沢大学進学説明会で説明をされました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041029/041029.html[2015/04/27 15:10:08]

SSH(Super Science High school)

October 28, 2004

SSHの泉ヶ丘高校の方が研究室に見学に来てくれました．

 

まず実験室を見てもらいます． 対象物をカメラが追いかける実験．

 

ラジコンの自動操縦． 磁気浮上の実験．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041029/041029.html[2015/04/27 15:10:08]

直立不動の説明． アメをとってもらいました．

 

遠隔操作ロボットの説明． 研究室でのミニ講義．

 

問題を解くのに真剣な高校生． 高校生に負けました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041028/041028.html[2015/04/27 15:10:10]

工学部・角間キャンパス

October 27, 2004

藤田先生が工学部・角間キャンパス(建設中・2005年夏移転予定）の写真を撮ってきてくださいま

した．

 

建設中の研究棟． 近づいてきました．

 

ここに研究室が移ります． 建物内の吹き抜け．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041028/041028.html[2015/04/27 15:10:10]

リフレッシュルームからの景色． リフレッシュルーム内のカウンター．

 

5Fに研究室が移ります． 新実験室．

 

新研究室． 中央で区切られています．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041025/041025.html[2015/04/27 15:10:11]

杜さん来研

October 25, 2004

杜(と)さんが研究室に来られました．

杜さんは５年程前の松村・藤田研の時のドクターでした．

現在は PFU に勤めておられ，

インターンシップで見本さんがお世話になりました．

 

藤田先生と杜さん． 藤田先生と杜さんと見本さん．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041022/041022.html[2015/04/27 15:10:12]

第1回ハイブリッドシステム拡大セミナー

October 22, 2004

北陸先端科学技術大学院大学で第1回ハイブリッドシステム拡大セミナーが開かれました．

 

鈴木先生の講演． 井村先生の講演．

 

平田先生の講演． 向井さんの研究発表．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041022/041022.html[2015/04/27 15:10:12]

懇談会． 恐縮です．



ffp 161st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041012/041012.html[2015/04/27 15:10:17]

Fujita Family Party

October 12, 2004

第161回FFP

今日, われらがボス，藤田先生の誕生日 FFP がありました．

それでは FFP の一部をご覧ください．

青文字のところはマウスを乗せると画像が変わります

 

ケーキその 1 ケーキその 2

  

そして・・・

やっぱり先生は一味違う!!

これを Open する大役をつかまつるの

は・・・

先生：「行けーTomas!!」

なんと 1 人目は Tomas だ!!

村尾：「キャー，怖い」



ffp 161st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041012/041012.html[2015/04/27 15:10:17]

 

Tomas：「どうだぁ!!」

そしてもう 1 人はやっぱりこの人．

Flexi：「あれ，なかなか・・・」

Tomas：「どうだぁ!!」

 

Flexi：「ふぅ～，やったぁ」
先生： 「それでは・・・．Zum Wohl ( 乾杯

の意 )」

 

としさん，きつかったですか?

はっさん，
ケーキ切係り，ミモ．



ffp 161st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041012/041012.html[2015/04/27 15:10:17]

  

ケーキを食べます．

( お味はどうですか? )

おまけショット 1．

おまけショット 2．



FFP 160th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041008/041008.html[2015/04/27 15:10:19]

Fujita Family Party

October 8, 2004

第160回FFP

トーマス歓迎 ＆ 松田さんお帰りなさい FFP がありました．

恒例（？）の宮崎で焼肉です♪

 

Thomas 初焼肉☆ 神妙な面持ちです・・・

  

肉を狙ってます こっちの机では、東先生が不審な動きを！

 



FFP 160th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041008/041008.html[2015/04/27 15:10:19]

向井さんの協力の末・・・
松田さんのための特製ダレ完成☆

タレの底公開

  

かんぱ～い！ かんぱ～い！

  

集合写真



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041007_2/041007_2.html[2015/04/27 15:10:21]

高嶋さんお見送り

October 7, 2004

渡独する高嶋さんを金沢駅までお見送りに行きました．

 

俺も無くさない． 写真入だから無くさない．

 

池袋までの席． お見送り軍団．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041007/041007.html[2015/04/27 15:10:22]

中曽さんお見送り

October 7, 2004

渡米する中曽さんを金沢駅までお見送りに行きました．

 

イリノイ大学に留学する中曽さんです． なぜか中央の村尾さん．

 

俺は無くさない． みんなで．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041007/041007.html[2015/04/27 15:10:22]

お別れのとき． さよなら．．．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041005/041005.html[2015/04/27 15:10:25]

Schmidt 先生講演

October 5, 2004

ドイツのミュンヘン工科大学から Schmidt 先生をお招きして， 2004 年度第 1 回システム制御セミ

ナーを開きました．

 

右の方が Schmidt 先生です． 留学生の 2 人も挨拶しました．

 

藤田研の実験室を見ていただきました． 飛行船の実験です．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041005/041005.html[2015/04/27 15:10:25]

ラジコンの白線認識の制御． FUMA の実験について．

 

触覚認識のテレオペレーション． そして Schmidt 先生のご講演です．

 

司会は藤田先生です． ご講演中の Schmidt 先生．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041005/041005.html[2015/04/27 15:10:25]

質問にもとても丁寧に答えてくれました． Schmidt 先生と記念撮影．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041004/041004.html[2015/04/27 15:10:28]

トーマス見参

October 4, 2004

ドイツの Technical University of Ilmenau (イルメナウ工科大学) から留学生の Thomas さんが来まし

た．

 

とっても背が高い Tohmas． 研究室にて．

 

おいしいコーヒーをお願いします． マツは Tohmas とドイツで会っています．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/041004/041004.html[2015/04/27 15:10:28]

辞書で頑張るマツ． ひえ～睨まれた！



FFP 158th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040930/040930.html[2015/04/27 15:10:31]

Fujita Family Party

September 30, 2004

第158回FFP

ほっしーの誕生日 FFP が行われました．

おめでとうございます．

２２歳の抱負は，

「村尾さんが忙しくてもめげずにに質問して，卒研を終わらせる」

だそうです．

もう少しで松田さんが帰ってくるので，村尾さんと話すには

松田さんを通すようにとのお達しがありましたが（＾＿＾；）

 

今日の主役☆ほっしー ジャーマンベーカリーのケーキです♪

  



FFP 158th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040930/040930.html[2015/04/27 15:10:31]

ボリュームがあります

美味しそう！

ウラ抱負は～？？

下克上？

 

それはある意味・・・ ・・・さて，食べましょう

  

ぐぅ 美味しかったです♪



FFP 158th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040930/040930.html[2015/04/27 15:10:31]

  

満足☆ まったーり



FFP 157th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929_2/040929.html[2015/04/27 15:10:34]

Fujita Family Party

September 29, 2004

第157回FFP

今回の FFP の目的は次の 3 つです．

・内藤さん送別会

・高嶋さん壮行会

・中曽さん壮行会

場所は片町の楽食酒家「みきやん」です．

それでは，FFP の一部をご覧ください．

 

高嶋さんはドイツへ 中曽さんはアメリカへ 内藤さんは大阪へ

  



FFP 157th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929_2/040929.html[2015/04/27 15:10:34]

研究室が寂しくなります・・・ 旅館のような雰囲気でした（２Ｆのみ)

 

うどんピカタって何？

この写真の左下の一品のことです

お好み焼きのようなものにうどんが入ってて

マヨネーズとケチャップがかかってました

  

メニューがないなんてびっくりです 力尽きました。



FFP 157th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929_2/040929.html[2015/04/27 15:10:34]

  

お店の前で集合～
雨が降ってます

台風が接近する中でのFFPでした．

2次会の様子はこちらへ >>

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929_2/040929_2/040929_2.html


FFP 156th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929/040929.html[2015/04/27 15:10:37]

Fujita Family Party

September 29, 2004

第156回FFP

高嶋さんの誕生日 FFP が行われました．

今日で２３歳になられました．おめでとうございます．

今年の抱負は，

「１週間後にドイツへ立つので，そこでの経験を活かして飛躍を・・・」

だそうです．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

今日の主役☆高Ｐさん
"Sweet Oven"のケーキ

美味しそうです♪

  



FFP 156th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929/040929.html[2015/04/27 15:10:37]

どれにするか悩み中 羽ばたいてます

 

抱負は「ビビビ婚」という話も・・・ ではいただきましょう♪

  

背後から何者かに狙われてます
全体図はこんな感じ

多すぎて机の周りに集まりきれません



FFP 156th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040929/040929.html[2015/04/27 15:10:37]

  

ほら。 斜め

  

やっさん遅れて登場 巷では星名リサイタルの噂が流れていました



ffp 155st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040920-22/040920-22.html[2015/04/27 15:10:38]

Fujita Family Party

September 20-22, 2004

第155回FFP

研究室で旅行に行ってきました. 

今年は 2 泊 3 日の日程で 

滋賀，京都，大阪，奈良を観光しました. 

詳細はこちらへどうぞ 

1日目 

ブルーメの丘 

↓ 

比叡山 

↓ 

不死王閣 (泊) 

2日目 

海遊館 

↓ 

奈良公園 

↓ 

山城森林公園 (泊) 

3日目 

清水寺 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040920-22/040920/blumen.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040920-22/040920/hieizan.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040920-22/040921/040921.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040920-22/040922/040922.html
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Fujita Family Party

September 16, 2004

第154回FFP

としさんの誕生日 FFP が行われました．

おめでとうございます！

２４歳になったとしさんの抱負は，

「健康的になる」

だそうです．

具体的には，

・外に出る

・日に焼ける

といった内容です．

夏の間に結構焼けたように思うのですが・・・

頑張ってください☆

 

今日の主役☆としさん
"Vie Hassan"のケーキ

我が研究室には"はっさん"がいるのです♪



FFP 154th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040916/040916.html[2015/04/27 15:10:41]

  

おいしそ～（*＾ー＾*）

抱負を考えるとしさん（右）

一緒に考えるみもさん（真ん中）

一緒に考えてる（？）高島さん（左）

 

内藤さん（左）の許しを請う様子 お許しの言葉を聞いてケーキに群がる人たち

  

△型の変わったケーキです すっごいなぁ
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すっごいだろ
中曽さん遅れて登場

唯一の写真がぼやけてる・・・

 

美味しかったです

ごちそうさまでした♪
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金沢工業会誌

September 8, 2004

金沢工業会誌 No.145 にオープンキャンパスについての記事が掲載され，

藤田研の写真が載りました．

 

掲載された写真
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Fujita Family Party

September 6, 2004

第153回FFP

ドイツのイルメナウ大学から Sawodny 先生が来られ，

一緒に焼肉に行きました．

 

Sawodny 先生初焼肉． Flexi はもう 3 回目くらい．

  

乾杯しま～す． かんぱ～い！
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焼くぞ～！ 負けてられるか～！

  

やっぱビールでしょ． 焼肉奉行内藤さん．

  

こんばんは．☆名です． Sawodny 先生の話を聞いています．
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カルビがうまい… 私も忘れないで～

  

内臓系を焼く内藤さん． 内臓大好きなんですよ～．

  

おなかいっぱい．ごちそうさまでした． お店の入り口で集合写真．
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2004 CCA

September 1-5, 2004

2004 IEEE Conference on Control Applications(CCA)が

9月2日(水)-4日 (土)に Grand Hotel (台北 in 台湾) でありました．

藤田先生と向井と康がに行ってきました．

向井は3日, 康は4日に発表をしてきました．

 

Grand Hotel その1 Grand Hotel その2

 

Grand Hotel その3 9/2 台北の街で夕食を食べました
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9/2 夕食を食べたメンバーです 9/3 向井の発表です

 

9/3 Banquet 会場 9/4 故宮博物館

 

9/4 故宮博物館の最上階にあるCafeから 9/4 故宮博物館の入口で
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9/4 康の発表 9/4 Farewell Party その1

 

9/4 Farewell Party その2 9/4 Farewell Party その3

 

9/4 夜市で食べたシャーベット NT30くらい

(100円くらい)
9/4 夜市であったエビ釣り
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9/4 釣ったら焼いて食べれます 9/4 夜市はかなりにぎやかです

以 下 の 写 真 は, Lampe 教 授 に い た だ い た も の で す.

 

バンケット 寺院

 

寺院 蛇をさばく人
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高層ビル
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Fujita Family Party

September 1, 2004

第152回FFP

２日間の院試日程終了です．

今年は真也とはっさんが挑み，無事合格しました～

おめでとうございます！！

というわけで，すでに進学が決まっていた

よね，ほっしー，村尾さんも便乗して，

baby face planet に夕飯を食べに行きました．

 

主役其の１ 真也

余裕の表情

主役其の２ はっさん

笑顔が絶えません

  



FFP 152th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040901/040901.html[2015/04/27 15:10:54]

主役其の３ 主役その４

村尾さん ほっしー
主役其の５ よね

 

かんぱーい☆

今回はお水で・・・
あれ？

  

あれれ？？

ビールの人もいました
すごい量です・・・
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これくらい余裕みたいです こっちは余裕じゃなさそうです

  

店の内装はこんな感じ

洋食屋さんです

下駄箱の鍵

でかい・・・

  

お店の入り口で集合写真 もう１枚
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Marc 旅立ちのとき

August 31, 2004

ドイツから留学していた Marc が，ついに金沢を発つ時がやってきました．

長かったようで短いこの 3 ヶ月でしたが，思い出がいっぱいできました．

これから彼は，北から南へ，それこそ日本中を旅するそうですが，道中気を付けて下さい．

 

Marc の荷物．これから増える可能性も！？ 改札口にて．

 

警戒警備実施中です． 監視の目が厳しいです．
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怪しい輩を発見！ 改札口で記念撮影．

 

さらば村尾さん！？ ヤスさんに怒られる村尾さん．

 

お別れの挨拶． 元気でね．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040831/040831.html[2015/04/27 15:10:56]

寂しくなるね． またそのうち会えるさ．

 

ばいば～い！ また会う日まで．
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博士後期課程入学試験合格発表！

August 30, 2004

博士後期課程入学試験を受けた村尾さん．

無事合格おめでとうございます！

笑顔の村尾さん．
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Fujita Family Party

August 24, 2004

第150回FFP

Marc の Farewell FFP を行いました．

6 月から 3 ヶ月間の留学でしたが，いい思い出ができたでしょうか．

今回の FFP には鈴木先生も参加されました．

場所は片町の居酒屋「男厨」です．

それでは，FFP の一部をご覧ください．

 

店内の様子です

机をくっつけたので，壁側の

真ん中に座った人は出れません・・・

真ん中が幹事のよねじです

乾杯の音頭をとらせていただきます！
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それでは，カンパーイ（ツン・ヴォー

ル）！！！

みんなウーロン茶ですか！？

東先生と，主役のマーク

こちらはもちろんBeerです

先生「飲み放題にすればいいのに～」

 

さすが，いい飲みっぷりです

どうやらBeer Olympicを開催していたようで

す

マークの飲みっぷりに驚くはっさん

  

二人して変なポーズ カンパーイ！
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ピアスの話をしてたんです～ 盛り上がってます

  

マークのspeechです 鈴木先生（右から２番目），いつの間に？？

  

よそ見してる人発見！

後ろの二人は真剣に英語を聞き取ってます
学位記と研究室メンバーの写真を渡しました

  

そしてもう一つプレゼントが！
センスです．決まってますね～

マークが登った富士山が描いてあります
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そして鈴木先生からもプレゼントが！！
いいね金沢 金沢ひがしお座敷太鼓

って何？気になります・・・

  

店の入り口で集合写真 そして・・・これはもしや！？

  

アーチです☆ 鈴木先生ともがっちり握手をしてお別れです

2次会の様子はこちらへ >>

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040824/040824_2/040824_2.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040823/040823.html[2015/04/27 15:11:10]

さらばマツ！また逢う日まで

August 23, 2004

松田君がドイツのイルメナウ大学に留学するため，今日金沢を旅立ちました．

これからどんな旅が始まるのでしょうか？頑張って来て下さい．

 

トランクなくすなよ． 大丈夫ですよ！

 

寂しくなるなぁ…． またまたぁ．
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毎日メールしますよ． でも毎日はめんどうだなぁ．

 

マメなほうが女の子にモテるぞ． マメじゃなくてもモテるけどなぁ．
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Fujita Family Party

August 20, 2004

第149回FFP

松田さんの渡独壮行会を行いました．

８月２３日から１ヶ月と少し，ドイツへ行ってくるそうです．

１ヶ月後にはきっと大きくなって帰ってくることでしょう．

お土産話も期待してます！

 

準備中
準備完了

焼きたて工房SweetOvenのシュークリーム
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自分が仕掛けたクラッカーに驚くやっさん
突然の爆音と紙テープに驚く松田さん

と，余裕の内藤さん

 

紙テープの残骸 使命を果たしました・・・

   

ドイツでは何をしてくるんですか？ えっ・・・えぇっとですね～

   

早く食べたいな～ おぅ！食え～！



FFP 149th

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040820/040820.html[2015/04/27 15:11:14]

   

この携帯は海外でも使えます

一同） へぇ～

着信量がかかるのでイタ電禁止です！

１ヶ月以上も会えないなんて・・・

   

おっと，目頭が熱く・・・ 美しい師弟愛です
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Fujita Family Party

August 10, 2004

第148回FFP

はっさん 22 才の誕生日 FFP が開かれました．

なんとはっさんの彼女さんと愉快な仲間たちの手作りケーキです．

みんなで楽しく作ったケーキはとってもおいしかったです．

話題ははっさんらしく，オリエンの話で盛り上がりました．

はっさんの今年の抱負は，

『院試を頑張って，部活も頑張る．学部最後の年を悔いのないように励む』 だそうです．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

チョコケーキ． チーズケーキ．
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ケーキカットするはっさん． ケーキカットするはっさん 2．

 

見守る彼女． 勉強にオリエン，頑張ります！

  

笑顔が絶えないはっさん． それではケーキを食べましょうか．
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山には動物がたくさんいて面白いんですよ． 今度一緒に登りませんか？

  

ものすごく嬉しそうです． ごちそうさまでした．
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てくてくテクノロジー

August 7-8, 2004

オープンキャンパスの季節がやってまいりました．

今年は 35 ℃以上の気温で，とっても暑かった 2 日間でした．

 

さてさて，頑張りますか． 頑張りましょー．

 

飛行船に食いつくお客さん． 頑張れみも．
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磁気浮上に触って感動． テレオペに触って感動．

 

外ではラジコンで遊んでもらいました． 説明する（？）Marc．

 

本邦初公開 LABO-1． ロボキャッチャーも大人気．
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とっても仲のいい兄妹でした． まだまだいけます！

 

おや？この人は…． 俺の女だ．触るんじゃねぇ！

 

OB のよっちさん登場！ ドムの対戦にハマる親子．
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中曽さんのお姉さん登場！ 姉弟です．

 

終わった～！ お疲れ様です．

 

よっちさんにはアイスをいただきました． Danke．
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高校生見学会

August 7, 2004

2004 年度高校生見学会がありました．

 

この季節がやってまいりました． …やるか．

 

飛行船デビュー よねじ． LABO-1 デビュー たかＰ．
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ロボキャッチャーデビュー ゆーか． 磁気浮上を説明するトシさん．

 

ラジコンについて． 楽しんでいただけたでしょうか．
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SICE
Annual
Conference
2004

Schedule of SICE2004:
Reception August 3rd 16:30 to 18:00
Technical Sessions August 4th-6th 9:00 to around 17:30
Banquet August 5th 18:30 to 20:30
Farewell Party August 6th 17:40 to 18:40
SICE WEEK August 3rd-6th 17:40 to 18:40

August 4th-6th,
2004

Hokkaido Institute
of Technology

Sapporo, JAPAN

GO TO SICE's SITE   Deadline of Advanced Registration : JUNE 30th    
 GO TO HIT's SITE

Welcome
Committee
Call for Papers
Paper Submission
Awards
Registration
  Registration fee
Program
  Presentation
  Advanced
Special & Plenary
  Lectures
Events
Conference Tour
Accomodation
SICE Week
Exhibition

Advertisement
Invitation

Visa
Conference Site
Links

NEWS

SICE2004 ended. Thank you very much for your interest and participation.
Next SICE 2005 will be held on August 8-10, 2005 at Okayama.
Detail announcement will be shown at http://www.sice.or.jp/org/sice2005/

IMPORTANT NOTICE FOR AUTHORS

For oral sessions, presentations must be only in English unlike SICE2003.
For poster sessions, oral discussion must be in either English or Japanese.

LANGUAGES in SICE2004

Session manuscript presentation
material

oral
communication

Oral English English English
Poster English English English/Japanese

FROM CALL FOR PAPERS
The SICE Annual Conference (SICE2004) will be held at Hokkaido Institute of Technology, Sapporo,
Japan on August 4-6, 2004. More than 1000 researchers have participated in recent SICE Annual
Conferences. Activities of the SICE are wide-ranging: from measurement and control to a variety of
systems analyses and designs, from theory to application, from software to hardware. Newly developed
interdisciplinary ideas and concepts transferable from one field to another are especially welcome.

Relevant topics include:

Sensors and Transducers
Signal and/or Image Processing
Identification and Estimation
Opto-Electronic Measurement
Remote Sensing
Mass and Force Measurement
Temperature Measurement
Ultra-High Precision Measurement
Analytical Measurement
Standard of Measurement
Flow Measurement and Control
Multivariable Control
Nonlinear Control
Robust Control
Adaptive and Optimal Control
Intelligent Control
Computer Aided Design
Modeling, System Identification and Estimation
Process Control
Mechanical Systems Control
Guidance and Flight Control
Power Systems Control
System Theory and Engineering
Human-Machine Systems
Biological and Physiological Engineering

Intelligent Systems
Neural Networks
Autonomous Decentralized Systems
Discrete Event Systems
Mechatronics Systems
Robotic and Automation Systems
Virtual Reality Systems
Entertainment Systems
Micro and Nano Systems
Medical and Welfare Systems
Safety, Environmental and Eco-Systems
Agricultural and Bio-Systems
Rescue Systems
Simulation of Large Systems
Network System Integration
Process Automation
Factory Automation
Laboratory Automation
Information Management Systems
Information Technology Applications
SCADA and Network Systems
Manufacturing Systems
Transportation Systems
Components and Devices
Emergent Technologies

Authors should submit an extended abstract of 800-1000 words in English or 2000-3000 characters in
Japanese, including paper title, author names, addresses, affiliations, name of the presenter, postal mail
and E-mail addresses of the corresponding author and telephone/facsimile numbers. The extended abstract
should clearly describe the salient concepts and novel features of their work, including purpose and results,
for a meaningful review by the Technical Program Committee. Submitting instructions will be published
on the SICE 2004 website.

All accepted papers and posters must be written in English. For oral sessions, presentations must be in

General Chair
Ryoji Ohba
Hokkaido University

Program Chair
Mitsuo Wada
Hokkaido University
Vice-chair
Yutaka Yamamoto
Kyoto University

Sponsored by
The Society of Instrument
and Control Engineers
(SICE)

Co-sponsored by
IEEE/IES
IEEE/RAS
IEEE/CSS
IEEE/SMC
The Instrumentation,
Systems, and Automation
Society (ISA)

In cooperation with
IEEE Japan Council
The Institute of Control,
Automation and Systems
Engineers
Chinese Automatic Control
Society
China Instrument Society
IFAC-NMO-Japan
Sapporo International
Communication Plaza
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English. For poster sessions, oral presentations must be in either English or Japanese. Papers should be
prepared according to the guidelines to be published on the SICE 2004 website. All conference
participants, including authors and session chairpersons, are expected to pay conference registration fees
and their own travel expenses. For selected young foreign researchers who have shown a potential to
contribute to the field of Instrument and Control Engineering SICE International Scholarships will be
granted for the purpose of defraying some of the cost of travel to Japan to present their papers.

Important Dates:
Deadline for Proposal of Organized Session [Extended!!] February 27, 2004
Deadline for Submission of Extended Abstract [Extended!!] March 5, 2004
Notification of Acceptance April 17, 2004
Deadline for Submission of Final Manuscript [Extended!!] May 28, 18:00 JST, 2004

(C) SICE2004 To Committee: sice2004@sice.or.jp To parties concerned with Web: sice2004-web@sice.or.jp Tue, Aug 10, 2004

mailto:sice2004@sice.or.jp
mailto:sice2004-web@sice.or.jp
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SICE Annual Conference in Sapporo

August 4 - 6, 2004

SICE Annual Conference 2004 が札幌市にある北海道工業大学で開かれました．

村尾さんと松田さんと Felix さんが参加し，村尾さんが発表しました．

法政大学の河合宏さんも合流して参加しました．

 

北海道工業大学に乗り込みます． 発表の時間が迫ってきております．

 

出番です． なかなか集まっております．
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お疲れ様でした． 金沢工業大学の鈴木先生のポスター．

 

合流して皆で記念撮影．

金沢工業大学の ヤマシタダイスケ さん（中

心）．

金沢工業大学の 鈴木先生 （その左）．
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Fujita Family Party

August 5, 2004

第147回FFP

河合さんが 財団法人 井上科学振興財団 から助成金をいただきました．

というわけでみんなにこの喜びを振りまいていただきましょう．

 

な，なんと贅沢な眺め！ やべっ！コーヒー足りない…．

  

コーヒー大盛りにしてよ～． おあずけをくらうみんな．
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まだ～？ これが目に入らぬか～．

  

もう我慢できん！ 質が違うね～．
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ソフトボール大会

August 4-5, 2004

研究室対抗のソフトボール大会がありました．

予選の相手は，山根研と西川研と橋本研です．

第 1 試合は VS 山根研．

点の取り合いになると思っていたら，みんな守る守る！

守備ではセカンド・優佳の好プレイ，サード・シンヤの好プレイが続き，

4 回の攻撃で一気に 5 点を追加して，そのまま 10 対 3 で試合終了！

第 2 試合は VS 西川研．

去年は戦わずして負けましたが，

今年は戦って負けてしまいました．

結果は 23 対 0 ．

第 3 試合は VS 橋本研．

攻撃はパワー不足なのか，

フライや内野ゴロで打ち取られました．

後半は無失点に抑えましたが，前半で取られ，

結果は 5 対 8 で敗れてしまいました．

青文字のところはマウスを乗せると画像が変わります
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うお～打ち上げたぁ． かき～ん．

 

ホームランを狙います！ きたあぁ～～～！！

 

私だって！ やった～当たった～．
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4 番の意地にかけて！ ピッチャーで活躍した（？）ほっしぃ．

 

キャプテンはっさんも頑張りました． 最後に集合写真．

 

僕らの夏は終わりましたね． お疲れ様でした．
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滑川先生，鈴木先生来研

July 31, 2004

長岡技術科学大学の滑川先生と金沢工業大学の鈴木先生が研究打ち合わせに来られました．

ドイツ語も話せる鈴木先生は Marc や Flexi とドイツ語で会話をしていました．

 

新潟土産をいただきました． いや～金沢は暑いですねぇ．

 

そうですか． 他にコメントないのかよ～．
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そうですね，暑いですねぇ． ドイツ語を話す鈴木先生．
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Fujita Family Party

July 30, 2004

第146回FFP

今日, Marc さんのビザ取得おめでとう FFP が行われました．

これで，8 月末までしか日本に入れなかった Marc は，

3 ヶ月間日本に滞在延長できることになりました．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

Marc が購入してまいりました．
これは，中曽君の姉さんからのドイツ土産で

す．

  

ジャーン!!

ビザ取得です．
鯛焼き～いっただっき～
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むさぼります． むさぼります．

  

むさぼります．
Marc には鯛焼きは小さすぎです!!

もう完食です．

Marc は 9 月から観光という名の旅にでるそうです．

行き先は，東京，大阪，京都，奈良，九州などなど盛りだくさん．

ビザ取得おめでとう．
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Fujita Family Party

July 29, 2004

第145回FFP

今日, 米村さんの誕生日 FFP が行われました．

22 歳を迎えての抱負を述べてもらいました．

米村：「問題解答型から，問題解決型に・・・そしてあっちのほうも解決・・・」

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

誕生日を迎えられた米村君（通称：ヨネジ）

です．

今回は不二家で購入．

ケーキをオープンします!!

  

ジャーン!! ジャジャーン!!
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抱負を語るヨネジ!!

「問題解答型から問題解決型に・・・」と．

そして「あっちのほう・・・」

あっちって何のことなんでしょうかね～

そしてケーキをとります．

 

悩んでます．
ヨネジのサークル活動について突っ込みま

す!!

 

やっさんの笑顔!!
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原さん来研

July 22, 2004

研修のため金沢に来られた OB の原さんが藤田研に来られました．

 

私がショウです． 金沢も暑いですね～．

 

お土産ありがとうございます． いちごいちご～．
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とっても すうぃーと でした． ショウでした～．
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Medical Robotics Seminar, 2004 
(München Project, 2004)

Medical Robotics Seminar (München Project) は 医療用ロボットに関するプロジェクトです． 藤田研究室
（金沢大学工学部）のメンバー以外に， 金沢大学工学部人間機械工学科の米山先生， 金沢大学がん研
究所腫瘍外科の表先生にもプロジェクトに参加していただいています． 研究打ち合わせを月に 1 回ひ
らき，制御工学，機械工学， 医学など様々な立場からの意見交換をおこなっています．

People

Faculty :

・ 藤田政之 教授 （金沢大学 工学部） fujita@t.kanazawa-u.ac.jp
・ 米山猛 教授 （金沢大学 工学部） yoneyama@t.kanazawa-u.ac.jp
・ 表和彦 講師 （金沢大学 医学部） omote@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
・ 東剛人 助手 （金沢大学 工学部） azuma@t.kanazawa-u.ac.jp

Students :

・ 河合康典 （金沢大学 藤田研） yasunori@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 村尾俊幸 （金沢大学 藤田研） toshiyuki@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 中曽裕次郎 （金沢大学 藤田研） kisuke@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 松田浩義 （金沢大学 藤田研） mattsu@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 近藤升孝 （金沢大学 材料・環境研） kondo@stu.kanazawa-u.ac.jp

メーリングリストを作成しました．m-project@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp 

Schedule

  Number      Date        Location        Author    Title

第 2 回

第 1 回
Jul. 17
2004

13:30～
金沢大学 藤田研究室 村尾俊幸 日本ロボット学会誌の survey と今後の

方針

pre
Apr. 30

2003
19:00～

ぴるぜん 打ち合わせ

mailto:fujita@t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:yoneyama@t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:omote@kenroku.kanazawa-u.ac.jp
mailto:azuma@t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:yasunori@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:toshiyuki@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:kisuke@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:mattsu@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
mailto:kondo@stu.kanazawa-u.ac.jp
mailto:m-project@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
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back

http://www-fujita.ee.t.kanazawa-u.ac.jp/
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München Project

July 17, 2004

第 1 回医療ロボットセミナーが藤田研で行われました．

 

共同研究者の皆さん． 発表する村尾さん．

 

発表する村尾さんその 2． そんなセミナーでした．

http://www-fujita.ee.t.kanazawa-u.ac.jp/seminar/2004/04Msemifile/04Msemi.html
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Fujita Family Party

July 13, 2004

第144回FFP

今日, 向井さんの誕生日 FFP が行われました．

「立つ鳥跡を濁さずに，今年卒業します」と宣言されました!!

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

誕生日を迎えられた向井さんです． ケーキオープン!!

  

ジャーン!! ジャジャーン!!



ffp 144st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040713/040713.html[2015/04/27 15:11:46]

 

どうよ，おれのチョイスは!? 「いや～流石ですね～」と二人．

 

みんなケーキを選択します． 「さて，抱負言ってもらいましょうかね～」

 

そうですね～．

今年は卒業なので，立つ鳥跡を濁さずにやっ

ていきます!!

向井さんも卒業なんですね～・・・

悲しくなりますね～．
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またまた～． いや～本当ですよっ!!

 

そうだよねぇ，ミモ!!
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第 1 回北陸支部講演会

July 9, 2004

第 1 回北陸支部講演会が工学部で行われ，名古屋工業大学の望山先生が講演されました．

 

東先生と望山先生． 金沢工業大学の鈴木先生も来られました．

 

講演中の望山先生． 実演もしていただきました．
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Fujita Family Party

July 7, 2004

第143回FFP

今日, 河合康さんの投稿した論文が掲載されたということで，

おめでとう FFP がありました．

計測制御学会論文集の VOL.40, NO.6 に掲載されています．

これからも，もっともっと載るようにがんばってください．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

やっさんです． いや～長き戦いでしたね～．

  

やっさんからの有名ブランドのアイスです． さあ，いただきましょう!!
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みんな笑顔がこぼれます!! やっさんが熱く語ります．

 

その話に真剣です．右の一人を除いて

は・・・．

おいしいものを頂いた後だからでしょうか!?

睡魔が・・・．

こちらは，左の二人が・・・．

 

やっさんが雄叫びをあげます．

東先生はちょっとびっくりしている様です． それでも，フレクシーは動じず・・・．
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これによって真也は起きました．

  

がんばっております．

マークがちょっと眠そうです．

彼の椅子がなかったので，

ムッとしているだけかも知れません．
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Fujita Family Party

July 1, 2004

第142回FFP

今日, 石川さんの就職内定 FFP がありました．

石川さんの内定先は ○UZUKI です．

浜松の本社工場で最初は働かれるそうです．

部署はまだ分からないそうです．

これからも，がんばってください．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

石川さんです． 受かると思ってたぜ!!

  

恒例の「鯛焼き」です． 私，これがいい～．
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じゃあおれは・・・ 俺は何味にしようかな～

 

みんな好きな味を選んだので，

石川さんのお話を聞きます．
はくしゅ～．

 

いただきます． 食べっぷりといえばこの方です．
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最初の 3 年間は寮で生活するそうです．

ちなみに，通勤に使用する自動車は SU○UKI

社製でないとといけないそうです．

俺はこの会社には勤め・・・

おっと，いかんいかん．

思わず口にするところだった．
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Fujita Family Party

June 28, 2004

第141回FFP

今日, 古田さんの誕生日 FFP がありました．

古田さんは B4 で 22 歳になられました．

今年の抱負は「女をみがいて，もっと色気をだしていきます」だそうです．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

22 歳になったゆーかで～す．
自分で作ってきました．

パウンドケーキだそうです．

  

切るのにちょっと躊躇します． 一思いにやっちゃいます．．
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切りっぷりを見ている 2 人． ヨーグルト味．

 

チョコレート味． みんなを待ちます．

 

抱負何にしようかな～． 何が良いですかね !?
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抱負を聞かれるゆーか．

女を磨くという抱負でした．

皆でいただきます．

お味はどうですか!?

 

GOOD です!! いい顔してますね～!!
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Fujita Family Party

June 24, 2004

第140回FFP

今日, 石川さんの誕生日 FFP がありました．

石川さんは M2 で 24 歳になられました．

今年の抱負は「最後の学生生活を有意義に過ごす」だそうです．

それでは FFP の一部をご覧ください．

 

石川さんです．

兼六園下の堀田洋菓子店で買ってこられたそ

うです．

シールのついているケーキはアルコール入り

だそうです．
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うまそうです． 目標をのべる石川さん．

 

さあ，いただきましょう!! みんな，アルコール入りを狙ってるの!?

 

ゆうじはゲットできたようです． んまいっ!!

 

就職活動について聞かれる石川さん． そうですね～．
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「腹式呼吸の仕方を聞かれました!!」
合唱部だったので聞かれたそうです．

面接でそんなの聞かれるんですね～．

 

FFP の様子です．かなりの人数がいますね!!

番外編はこちらへ >>

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040624/040624_2/040624_2.html
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ハイブリッドシステムセミナー, 2004
Hybrid Systems Seminar 2004

- Embedded / Biological / Networked Systems -

このセミナーでは, 離散事象と連続事象の融合したシステム, ハイブリッドシ ステムを扱う. さまざまな研
究分野(計算機科学, 工学, 数学, 生物学など)の研究を発表 する interdisciplinary なセミナーとし, 組み込み
システム(embedded system) やハイブリッドシステムの制御, 解析, モデリング, 検証(velification)などに つ
いて議論したい. 

Project Personnel 

Fuculty :
・ 藤田 政之 （金沢大） fujita@t.kanazawa-u.ac.jp
・ 山根 智 （金沢大） yamane@csl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 平石 邦彦 （北陸先端大） hira@jaist.ac.jp
・ 東 剛人 （金沢大） azuma@t.kanazawa-u.ac.jp

Students :
・ 向井 正和 （金沢大 藤田研） mukai@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 平野 博之 （金沢大 藤田研） hirano@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 高嶋 典明 （金沢大 藤田研） taka@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp
・ 崔 舜星 （北陸先端大 平石研） s-sai@jaist.ac.jp
・ 井口 昇 （北陸先端大 平石研） n-iguch@jaist.ac.jp

メーリンググループを作成しました. h-seminar@scl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp 
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平成16年度金沢大学と北陸先端科学技術大学院大学との教育研究活動の支援
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第3回 2004年10月22日(金)
13:00～17:30

ハイテク交流センター ステム拡大
セミナー

第2回 2004年6月22日(火)
18:00～

JAIST
9階輪講室

崔 舜星

記号計算を
用いたハイ
ブリッドシ
ステムの解
析について

pic1,
pic2,
pic3,
pic4
pic5,
pic6平石 邦彦

ハイブリッ
ドシステム
研究の最近

の動向

第1回 2004年5月13日(木)
18:00～

金沢大学工学部 向井正和
ハイブリッ
ドシステム
のモデル予

測制御

pic1,
pic2,
pic3,
pic4
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第 2 回ハイブリッドセミナー

June 22, 2004

第2回ハイブリッドセミナーは JAIST （北陸先端科学技術大学院大学） で行われました．

4 年生は JAIST に行ったことがなかったので，これを機会に見学させていただきました．

中も少し案内していただいたそうです．どうもありがとうございました．

 

目指すは JAIST． 着きました．

 

でっかいテレビ． 今回発表される崔さん．

 

http://www-fujita.ee.t.kanazawa-u.ac.jp/seminar/2004/04Hybrid/hybrid2004.html
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平石先生も発表されました． そんなセミナーでした．
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不二越訪問

June 18, 2004

不二越へ見学に行きました．

藤田研 OB の丸山さんにご案内していただきました．

ありがとうございました．

 

今日は暑くなりそうだ． それでは乗り込みますか．

 

まずはある部屋でプレゼン． まじめに聞くメガネほっしぃ．
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この方が丸山さんです． 不二越のイメージマーク．

 

へぇ～ （1 へぇゲット！） ノリがいい Flexi．

 

いろんなものが展示してありました． 制御されるごついロボットたち．
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塗装するロボ． 視覚認識するロボ．

 

いろんなロボットがあるもんだ． 最後に集合写真を撮りました．



ffp 139st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040617/040617.html[2015/04/27 15:12:10]

Fujita Family Party

June 17, 2004

第139回FFP

今日, ゆーかの内々定おめでとう FFP がありました．

内々定先は○芝さんです．

内々定ですから秘密なんでしょうが，関係ありません．

FFP の一部をご覧ください．

青文字のところはマウスを乗せると画像が変わります

 

カマトンバで買ってきたそうです．
ゆーかではありません．

「センキュー」

  

私が買ってきました． うまそうなシュークリームです．
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やりました!!

食べてください!!

いっただっきま～す!!

まじで!?

 

フレクシーが Good なポーズをとっています

が，

キャメラマンはおかまい無しです．

面白い顔．

 

こちらも負けておりません．
おれだってぇ～

どうだ!?



ffp 139st
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俺だって負けねぇ～ 本題に戻しましょうかね～．

 

なぜにゆーかは東○を受けたの～??

身の回りにある製品にかかわる仕事をした

かったんです!!

英語で Flexi と Marc に説明してもらおうか

な～

 

ギクリっ!!
考え込む 4 人．

一番やっさんがうまいです!!
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そうだ!!

何か思いついた様です．
向井さん訳してください!!

 

そして向井さんはフレクシーと マークに説明するのでした．

 

まぁ～許してあげましょう へへへ，すいません

このような感じで楽しんでいました．

番外編はこちらへ >>

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040617/040617_2/040617_2.html
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ヒロさん来研

June 16, 2004

ヒロさんが後輩のピンチに駆けつけてくれました．

 

ピンチなんですよ～． そんなんピンチじゃねぇだろ．

 

俺なんてその頃××だったんだぜ． し，知らなかった…．
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本題に戻って説明するヒロさん． たまに帰ってきても大変そうですねぇ．

 

おみやげ．
いつもおいしいものをありがとうございま

す．

 

なぜか海苔を食べるヒロさん． こりずにまた来て下さい．



ffp 138st
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Fujita Family Party

June 10, 2004

第138回FFP

今日, 平野さんの誕生日 FFP がありました．

平野さんの目標はやせるだそうです．

FFP の一部をご覧ください．

 

今日の主役，平野さん．
今日のケーキです．

とってもおいしそう．

  

みんな，しっかりと聞いておくんだよ!!
そうですね～．

何キロやせましょうかね～!?



ffp 138st
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しっかりと聞きましたよ～． Hirax さん，誕生日おめでとう!!



ffp 137st
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Fujita Family Party

June 9, 2004

第137回FFP

今日, 東先生の誕生日 FFP と Marc の Welcome FFP がありました．

場所は片町の居酒屋「順」

FFP の一部をご覧ください．

青文字のところはマウスを乗せると画像が変わります

 

今日のお店，居酒屋「順」 店に入っていきます．

  

店内はこのような感じです．

それでは，かんパーイ(ツン・ヴォール)!!

左に今日の主役の一人の Marc． 

彼はどれくらい強いのでしょうかね!?
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そして，もう一人の主役東先生!! 右の人は無

視してください．
モザイクのつもり??

 

おいしく頂いております． こちらもおいしく頂いております．

 

みんな今日の主役にいろいろ勧めて，

東先生もご満悦のようです．

やっさんの面白い顔．

よねじ苦笑い!!



ffp 137st
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ホッシーがせめられております．

星名：「勘弁してください!!」

今度ははっさんが・・・．

せめられております

携帯なんか持ち出してどうしたんだ??はっさ

ん!!

  

フレクシーものりのりです!!

TOMODACHI
Marc はどれくらい飲んだのでしょう!!

 

フォ～～ッ，我が究極奥義，受けてみよ～!!



ffp 137st
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こぉ～～

負け～．

集合写真．

 

はっさん，この女性は!?

もしやさっきの電話は・・・．
先生とのご対面です．

このような感じで楽しんでいました．



ffp 136st
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Fujita Family Party

June 8, 2004

第136回FFP

今日, としさんの就職が内定しました．

そこで，恒例の鯛焼き FFP が開かれました．

としさんの喜びの笑顔をご覧ください．

 

今日の主役，としさん． 余裕っす!!

  

みんな，今日は俺のおごりだぜっ!! 恒例の鯛焼きです．



ffp 136st
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勝因を語る．
自己アピールをいっぱい決めていきましょ

う!!とのこと．

 

マークに説明する． としさん，これからもがんばってください．
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中川さん来研

June 4, 2004

藤田研 OB の中川さんが来られました．

お仕事で 2 ヶ月ほど韓国に行かれていたそうです．

 

僕が中川です． お土産はもちろん韓国海苔．

 

海苔好きにはたまらない一品． あ，ここにも海苔好きが．



ffp 135st
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Fujita Family Party

June 3, 2004

第135回FFP

昨日から，Marc Deisenroth ( マーク ダイゼンロート ) が研究室に来ました．

そこで，恒例の鯛焼き FFP が開かれました．

前回, 前々回とこの鯛焼き FFP で留学生 Sebastian Trostmann 君, Felix Sawo 君のニックネームが

「セバちゃん」, 「フレクシー」と決まりました．

さぁ，今回の留学生はどのようなニックネームとなるでしょうか!?

 

真ん中の彼がマークです． 剛(ゴウ)といった感じ．強そうです．
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「ゆーか」の自己紹介です．

自分の出身地を説明しております． ちなみ

に奥に見えるのが「はっさん」です． はっ

さんの趣味はランニング・オン・ザ・マウン

テンだそうです．

「よねじ」の番です．

マークはバイオリンを弾くそうです．

実は柔(ジュウ)なんですね～．

よねじとのコラボレーションが楽しみです

ね!!

 

マークからお土産をもらって歓喜のおたけ

び!!
たか P !?
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むさぼる「しんや」（手前）と

もう一つ狙っている「とし」さん（奥）

みんな, ニックネーム決めるの忘れてました!!

次回に期待です．
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Marc 襲来！

June 1, 2004

ドイツの University of Karlsruhe (カールスルーエ大学) から留学生の Marc さんが来ました．

 

金沢駅に到着です． 恒例の挨拶攻撃．

 

ないすとぅみーちゅーであります．
ドイツ語で会話してます．やはり本場は違

う！
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ていうか背が高い…． 4 年生も挨拶をしました．

 

緊張の一瞬． はじめまして～．

 

俺がヨネジっす． あ～君がウワサの．
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Marc のアパートへ． 無理をしているマツ．

 

説明をされているのは藤田先生の奥さん． 大家さんにも挨拶をしました．
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第 4 回制御部門大会 in 北九州

May 26 - 28, 2004

第 4 回制御部門大会が北九州市にある学術研究都市で開かれました．

藤田先生と中曽さんが参加し，平野さんと村尾さんが発表しました．

 

支度をする村尾さん． バス停にて．

 

会場． こんな部屋で皆さん発表されます．
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現在フル稼働です． 現在応答なしです．

 

平野さんも頑張ります． お疲れ様でした．

 

懇親会． 乾杯～．
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千葉大学の方とトーク． とても有意義な時間でした．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040526/040526.html[2015/04/27 15:12:34]

地域とともに

May 26, 2004

金沢大学地域貢献雑誌 「地域とともに」に，産学官連携に対する取り組みのページに 写真が載り

ました．

この写真は，テクノフェア2003の時のもので，平野君，東先生(後ろ頭)，村尾君が写っ ています． 

クリックすると大きな画像で見ることができます．

産学官連携に対する取り組みのページ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040526/001.jpg
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大学見学会(仁愛女子高等学校)

May 25, 2004

仁愛女子高等学校の生徒が大学見学に来ました．藤田先生が金沢大学工学部の説明を 行いました．

 

自然研入り口に入ったところ 説明する藤田先生

熱心に聞く生徒たち
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第 1 回ハイブリッドセミナー

May 14, 2004

2004 年度第 1 回ハイブリッドセミナーが金沢大学でありました．

 

JAIST の平石先生とその学生さんたち． 発表する向井さん．

 

実験室も見てもらいました． まったりコーヒータイム．
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山梨学院大学附属高校来研

May 11, 2004

山梨学院大学附属高校の 2 年生が，授業の一環として大学見学に来ました．

藤田研では実験室を見てもらいました．

学生さんたちにはそれぞれの制御対象に対する望む動きを理解してもらいました．

 

裏拳はかわしたんだけどな…． 余裕のヤスさん．

 

真剣に話を聞いております． 笑いをとる村尾さん．
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むむ～． ロボットに触ってもらいました．

 

どの実験も感動していただけました． ロボキャッチャーを説明するマツ．

 

アメはうまく取れましたか？ 制御対象の望む動きをメモする 2 人．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040506/040506.html[2015/04/27 15:12:40]

相楽さん現る

May 6, 2004

藤田研 OB の相楽さんが遊びに来ました．

 

わ～い，相楽さんだ～！ 自らコーヒーを淹れてくれます．

 

お土産のシュークリーム． 食いねぇ．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040506/040506.html[2015/04/27 15:12:40]

わ～いただきますぅ． 君ら早いね～．

 

もごもご…． ちゃんと味わって食えよ．

 

は，はぁ． また遊びに来て下さい．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040502/040502.html[2015/04/27 15:12:41]

金沢工業会誌

May 2, 2004

金沢工業会誌 No.144 に初代最優秀教員賞を受賞した藤田先生のコメントと，

工学部長賞を受賞した中曽君の写真が掲載されました．

クリックすると大きな画像で見ることができます．

中曽君．

藤田先生のコメント．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040502/001.jpg
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040502/002.jpg


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040430/040430.html[2015/04/27 15:12:42]

München Project

April 30, 2004

2004年度最初の医療セミナーが行われ，顔合わせをしました．

今年度もよろしくお願いします．

 

楽しいお話． まじめなお話．

 

Flexi も交えて歓談． 集合写真．



ffp 134st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040429/040429.html[2015/04/27 15:12:48]

Fujita Family Party

April 29, 2004

第134回FFP

今日は緑の日．新 4 年生 歓迎 BBQ が行われました．

今日は OB の「相楽さん」と「よっちさん」が参加されました．

また，中曽君の「お母様」と中曽君の「お友達」．

場所は, 石川県「森林公園」．

その一部をご覧ください．

 

今日の買い出し班です． 買うものは大丈夫ですか!?
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040429/040429.html[2015/04/27 15:12:48]

フレクシィ～：「 OK よ～」 ? ? ? 

 

中曽君の友達の女の子達 そして中曽君のお母上 ( 左の女性 ) 

 

楽しそうに話してます

何を話してるんでしょうかね??

左の 3 人が新 4 年生

このコンビ (右 2 人) からは逃げれませんね!!
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040429/040429.html[2015/04/27 15:12:48]

 

乾杯

目，細っ!!

乾杯の音頭!!

あれ!?さっき誰かさん達乾杯してませんでし

た??

 

始まりましたっ!! 燃えておりますッ!!

 

燃えておりますッ!!

ファイア～～～!!
大量投入!!
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040429/040429.html[2015/04/27 15:12:48]

 

新入生のインタビュー 松末真也

ニックネーム：「シンヤ」

新入生のインタビュー 松室隼人

ニックネーム：「はっさん」

 

新入生のインタビュー 米村大輔

ニックネーム：「ヨネジ」

新入生のインタビュー 古田優佳

ニックネーム：「ゆーか」

 

新入生のインタビュー 星名寛人

ニックネーム：「ホッスィ～」
し，新入生!?
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040429/040429.html[2015/04/27 15:12:48]

 

「よっちさん」までも・・・

やっさんとツーショットその 1

Click その 2

Click その 3

 

集合写真



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040427/040427.html[2015/04/27 15:12:50]

研究室配属決定！

April 27, 2004

今年度の研究室配属が決定しました．

米村君，松末君，松室君，星名君，古田さんの 5 人になりました．

これから一緒にがんばりましょう．

 

はじめまして． なんちゃって．

 

これからよろしく． 誕生日などをもれなくチェック．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040427/040427.html[2015/04/27 15:12:50]

恒例の質問攻め大会． 自己紹介もしました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040423_2/040423.html[2015/04/27 15:12:51]

内山さん来研

April 23, 2004

内山さんが研究打ち合わせのために，研究室を訪れました．

 

あ～忙しい． Flexi とは初対面です．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040423/040423.html[2015/04/27 15:12:52]

学術奨励賞贈呈の会告

April 23, 2004

「計測と制御」という計測自動制御学会誌に

“2003 年度計測自動制御学会学術奨励賞の贈呈”という会告で，

受賞された平野さんが掲載されました．

クリックすると大きい画像でみることができます．

受賞論文のアブストラクトが載っています．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040423/001.jpg


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040419/040419.html[2015/04/27 15:12:53]

米村君来研

April 19, 2004

4 年生の米村君が藤田研にやって来ました．

 

Hi. Yonemura here! みんなから質問攻めされる米村君．

 

だいぶ馴染んできた Flexi． パソコンをセットアップ．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040417/040417.html[2015/04/27 15:12:54]

アカンサスニュース

April 17, 2004

月刊アカンサスニュースと学部の広報に藤田先生に関する記事が掲載されました．

それぞれの画像をクリックすると，大きい画像で見ることができます．

学部の広報にも載りました．

ベストティーチャーに関する記事です．

大学教育セミナーに関する記事です．左から 2 番目が藤田先生です．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040417/003.jpg
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040417/001.jpg
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040417/002.jpg
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040417_2/040417.html[2015/04/27 15:12:55]

滑川先生，鈴木先生来研

April 17, 2004

藤田研 OB の滑川先生と鈴木先生が研究室を訪れました．

滑川先生（左）と鈴木先生（右）



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040416/040416.html[2015/04/27 15:12:57]

研究室見学会

April 15-16, 2004

4 年生の研究室配属決定のために，研究室見学会がありました．

みなさん，希望通りの研究室へ入れるといいですね．

 

飛行船の自動操縦の説明． 実際に飛行船を操作してもらいました．

 

医療ロボットに使うカメラロボットの説明． 複数車両ロボットの説明．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040416/040416.html[2015/04/27 15:12:57]

遠隔操作ロボットの説明． システムバイオロジーの説明．

 

卒研にはありませんが，ラジコンの説明． 楽しんでいただけたでしょうか．



ffp 133st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040414/040414.html[2015/04/27 15:13:00]

Fujita Family Party

April 14, 2004

第133回FFP

今日は水曜日でしたが, FFP が行われました. 

この FFP は 2 つの意味をもった FFP となりました.

一つ, 「フレクシーWelcome」の会

一つ, 「やっさんお帰り」の会

フレクシーはセバチャンと同じイルメナウからの留学生．

場所は, 「うまいもの金沢じゃぽん」

その一部をご覧ください

 

たか P：「今日は俺が幹事だっ!!

俺について来い!!」
そして, 今日は食べ放題だ!! 



ffp 133st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040414/040414.html[2015/04/27 15:13:00]

 

たか P：「Zum Wohl (乾杯) !!」 彼がフレクスィーです． 

 

「フレクシィー，刺身にチャレンジ!!」の巻 「フレクシィー，海老にチャレンジ!!」の巻 

 

「フレクシィー，ナマコにチャレンジ!!」の

巻

フレクシィー，だいじょうぶ!?

「たか P ，ビールにチャレンジ!!」の巻 (ク

リック) 

「ゴクゴクッ」(クリック)

「っくぅ～～～～，腹にしみわたるぜぇ!!」
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040414/040414.html[2015/04/27 15:13:00]

 

あかっ!!

おっと～これはタッグ成立か～??

でましたぁ～．みもっち & フレック すまい

る!!

 

「やっさん，フードファイターへ!!」の巻

実況(古館)：「暴走するマシンガン!! ミス

ター他流試合，見る者の中に眠る狩猟本能を

供養するときがやってきた!!つまらぬ日常か

ら解き放たれて、フードに埋没する瞬間が訪

れた!!

 



ffp 133st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040414/040414.html[2015/04/27 15:13:00]

集合写真 その 1 集合写真 その 2



ffp 132st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040412/040412.html[2015/04/27 15:13:03]

Fujita Family Party

April 12, 2004

第132回FFP

今日，Felix Sawo が初めて研究室に来ました．

そこで，恒例 ( !? ) の鯛焼き FFP が開かれました．

前回この鯛焼き FFP で留学生 Sebastian Trostmann 君のニックネームが「セバちゃん」と決まりま

した．

さぁ，今回の留学生はどのようなニックネームとなるでしょうか!?

青色のコメントが使用してある画像にマウスを乗せると，画像が切り替わります

 

今回の儀式の鯛焼きです．

留学生ではありません !!
留学生のフェリックスです．

  



ffp 132st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040412/040412.html[2015/04/27 15:13:03]

全体図 ( 左側から )． 全体図 ( 右側から )．

 

中身を説明する向井さんとフェリックス． つぶあんを選びました．

 

ウマイヨ～．
フェリックスからのプレゼント．

このタマゴ型のお菓子は何なのでしょう!?



ffp 132st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040412/040412.html[2015/04/27 15:13:03]

 

大きい方と小さいほうの 2 種類あります．

そして，それは取り合いに発展します!!

黄色のはチョコレート．

中身は空っぽでした．

 

大きいほうは!?

何か生まれてきます．
これもチョコレート!!

 

んが～～～～!!



ffp 132st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040412/040412.html[2015/04/27 15:13:03]

ニックネームはフレクシィ ( Flexi )となりま

した!!



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040410_2/040410.html[2015/04/27 15:13:06]

Felix 君到着

April 10, 2004

これから 1 年間，藤田研で研究をする Felix 君を迎えに行きました．

 

金沢駅の改札口にて． やや，あの大きな荷物はもしや？

 

やっと到着です． Felix 君です．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040410_2/040410.html[2015/04/27 15:13:06]

みんなと挨拶しています． ようこそ金沢へ．

 

それでは行きましょう． このままみんなでアパートに押しかけます．

 

アパートにて． いろいろ説明を受ける Felix 君．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040410/040410.html[2015/04/27 15:13:07]

ヒロさん現る

April 10, 2004

河合（宏）さんが研究打ち合わせのために，研究室を訪れました．

東京に行ってから 2 週間，もう向こうでの生活にも慣れたようです．

今度はいつ会えるでしょうか？

お体に気を付けてくださいね．

 

お久しぶりです． お土産もいただきました．



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040407/040407.html[2015/04/27 15:13:08]

大学院入学宣誓式

April 7, 2004

大学院の入学式は医学部の十全講堂で行われました．

林学長のお話がとても熱い素晴しい入学式でした．

 

入り口は人でいっぱい． とってもシンプルな式次第．

 

中で記念撮影． 同学科の人たちと．



ffp 131st

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040405/040405.html[2015/04/27 15:13:11]

Fujita Family Party

April 5, 2004

第131回FFP

昨日まで，寒い日が続いていたと思ったらもう 4 月ですね．

この季節は，別れがあったと思うと，すぐ新たな出会いがありますね．

「やっさん」もドイツから帰って来られましたし・・・．

桜が出会いの季節を運んで来る気がします今日この頃．

桜もあれよあれよと満開になり祝ってくれてます今日この頃．

そんな今日は，研究室メンバーで兼六園に・・・．

その一部をご覧ください!!

 

兼六園への上り坂です．

このような良い雰囲気です．
中にはたくさんのお店がありました．
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040405/040405.html[2015/04/27 15:13:11]

  

きれいですね～ ( しみじみ ) あれはっ!?

 

いいですね～． 購入です!!

 

6 本入りを～ 分けるんですね～．
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040405/040405.html[2015/04/27 15:13:11]

 

うまいんですね～ うまいんですね～

 

!?

( 出会い !? )

「俺も入れてちょ～!!」

出会いがあれば別れが・・・．

 

出ましたっ!!みもっちスマイル

今日もでちゃうんですね～
ナイスショット !!
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http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040405/040405.html[2015/04/27 15:13:11]

 

素敵っ!! そして，ステキ!!

みんなでミスドへ行きました．

花見ってステキですね!!

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040405/omake/omake.html


Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040402/040402.html[2015/04/27 15:13:13]

加賀谷さん川崎重工業説明会

April 2, 2004

藤田研 OB の加賀谷さんが川崎重工業の説明会に来られました．

 

実験室も見ていただきました． ラジコンを動かしています．

 

触覚を感じるテレオペレーション． 飛行船を絶賛いただきました．

 



Event

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2004/040402/040402.html[2015/04/27 15:13:13]

LABO-1 お披露目． 研究室で歓談．
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