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Events 2007 年度

3月27日(木)

学年末大掃除がありました. 

詳しくはこちらまで

3月26日(水)

南棟祭がありました. 

詳しくはこちらまで

3月26日(水)

制御システム工学科と機械制御システム専攻の卒業・修了式がありました. 

詳しくはこちらまで

3月24日(月)

山田さんと宮野君の誕生日FFP&畑中さんの手島記念賞(博士論文賞)受賞記念FFPがありました. 

詳しくはこちらまで

3月17日(月)

イマンとデビットの大学院合格FFPがありました. 

詳しくはこちらまで

3月17日(月)

またまた, いろいろな人からおみやげをいただきました. 

詳しくはこちらまで

3月7日(金)

いろいろな人から旅行のお土産をいただきました. 

詳しくはこちらまで

3月5日(水)～3月7日(金) 

第8回制御部門大会が京都大学で開かれました. 

藤田先生と畑中助教, デビットが参加し, 齊藤君とイマンが発表しました.
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2月21日(木)

五十嵐さんが学術奨励賞を受賞し, その授賞式が東大山上会館でありました．

詳しくはこちらまで

2月20日(水)

畑中助教が手島記念研究賞(博士論文賞)を受賞し, その授賞式がありました．

詳しくはこちらまで

2月18日(月)

B4達の卒業論文発表会がありました．

詳しくはこちらまで 

その後，中華料理の「アジアン」でお疲れ FFP が行われました．

2月15日(金)

Adrian君の彼女と彼女の母が日本に来られて, 藤田研に来ました．

2月12日(火)

Adrian君が京都や日光などに観光しに行って, お土産を買ってきました. 

レイレイが三連休に中国に行って, お土産を買ってきました． 

詳しくはこちらまで

2月8日(金)

M2達の修論発表会が行われました．その後, お疲れFFPが行われました. 

詳しくはこちらまで

１月１８日(金)

小林さんの誕生日FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

１月１１日(金)

新年会FFPを行いました．

詳しくはこちらまで
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１月１１日(金)

ミュンヘンのサンドラさんから手作りのクリスマスケーキが届きました．

詳しくはこちらまで

１月４(金)～１２日(土)

いろいろなおみやげをいただきました．

詳しくはこちらまで

12月26日(水)

忘年会FFPをおこないました．

詳しくはこちらまで

12月12日(水)～12月14日(金)

アメリカのニューオリンズでおこなわれた国際学会CDC(Conference on Decision and Cotrol)に藤田先生,

畑中先生が参加され，五十嵐さんが発表されました. 

詳しくはこちらまで

11月27日(火)～12月01日(土)

畑中先生,小林さん, ノップさんが韓国で行われたKAISTに参加されました.

詳しくはこちらまで

11月24日(土)～11月25日(日)

第50回自動制御連合講演会が慶応大学日吉キャンパスで開催されました. 

藤田先生, 畑中先生, 五十嵐さんが参加し飯野さん, 小林さん, ノップさんが発表されました.

詳しくはこちらまで

11月21日(水)

中間発表打ち上げFFPがありました．

詳しくはこちらまで

11月21日(水)

4年生の学士論文研究の中間発表がありました．

詳しくはこちらまで
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11月17日(月)

五十嵐さんと村尾さんの論文が採択されたので，FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

11月5日(月)

ノップさんが京都からお土産を買ってきてくれました.

詳しくはこちらまで

10月30日(火)

イマンさんとノップさんの誕生日FFPが行われました．

詳しくはこちらまで

10月27日(日)～28日(土)

工大祭の一環としてオープンキャンパスがおこなわれました．

詳しくはこちらまで

10月22日(火)

伊吹君，Jay君，Adrian君の歓迎FFPを開きました！ 

詳しくはこちらまで

10月16日(火)

ドイツのStuttgart大学から留学生のJay Wagenpfeil君とAdrian Trachte君が 来日しました． 

詳しくはこちらまで

10月15日(月)

制御システム工学科の伊吹くんが藤田研に配属されました. 

詳しくはこちらまで

10月15日(月)

日本を発つNicoさんと最後のお別れをしました. 

詳しくはこちらまで
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10月15日(月)

Nicoさんが京都からお土産を買ってきてくれました. 

詳しくはこちらまで

10月12日(金)

NicoさんのFarewell FFPがおこなわれました. 

詳しくはこちらまで

10月11日(木)

David のご両親が研究室にいらっしゃいました. 

詳しくはこちらまで

10月3日(水)

大学構内で避難訓練がありました． 

詳しくはこちらまで

10月1日(水)

研究室に新しいメンバーが増えたぞ！ 

詳しくはこちらまで

10月1日(水)

ツヨポンが北海道に帰省して，お土産を買ってきました． 

詳しくはこちらまで

9月27日(木)

ゲンゾウとイッシーの合同誕生日FFPが学生室にて開かれました．

詳しくはこちらまで

9月26日(水)

サンドラさんが帰国しました．朝，皆三軒茶屋に見送りに行きました． 

詳しくはこちらまで

9月26日(水)
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畑中さんが熊本に行って，お土産を買って来ました． 

詳しくはこちらまで

9月25日(火)

芥川君が夏休みで九州旅行に行って，お土産が頂きました． 

詳しくはこちらまで

9月21日(金)

サンドラさんが不二家からケーキを買ってきました．

夜に，サンドラさんのFarewell Party，そして，M2の修論中間発表お疲れ会のFFPが開かれました． 

詳しくはこちらまで FFPはこちらまで

9月21日(金)

M2の修士論文の中間発表会がありました． 

詳しくはこちらまで

9月19日(水)

ガッチャさんとコパンがサンドラさんへのお土産を買う為，浅草に行きました．人形焼を買ってきてく

れました． 

詳しくはこちらまで

9月18日(火)

コパンが夏休みの間，デンソーにインターシップに行って，デンソーセンベイのお土産を買ってくれま

した． 

詳しくはこちらまで

9月14日(金)

学部四年生たちが大学院に合格したので，そのお祝いでFFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

9月10日(月)

第36回制御理論シンポジウム参加者から札幌のお土産を頂きました．

レイレイさんからドイツのお土産を頂きました． 
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詳しくはこちらまで

9月5日(水)～9月7日(金)

第36回制御理論シンポジウムが札幌で開催されました．

詳しくはこちらまで

8月27日(月)

停電がありました．

8月25日(土)

九州大学の助教で藤田研OBの向井さんが来研され， 博多のお土産をいただきました．

8月23日(木)

いっしーの院試合格 FFP がありました．

詳しくはこちらまで

8月22日(水)

大学院入試口頭試問がありました．

詳しくはこちらまで

8月21日(火)

米村さんから実家の方 (石川) のお土産を頂きました．

詳しくはこちらまで

8月20日(月)

ミヤッチから実家 (山梨) のお土産を頂きました．

詳しくはこちらまで

8月20日(月)

山田がお盆休みでハワイに行きました。お土産を持って帰りました．

詳しくはこちらまで

8月15日(水)

東先生が東京に来ました．藤田先生たちと食事会をしました．
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8月13日(月)

ノップが富士登山 (静岡) のお土産を持ってきてくれました．

詳しくはこちらまで

8月12日(日)

東工大メカノウィークの打ち上げが行われました．

8月8日(水)

藤田研OBの中曽さんと金沢大学の川上くんと吉田くん がMoVic に参加されるために上京されたので，

FFPを開きました．

8月7日(火) ～12日(日)

東工大メカノウィーク −｢進化する機械･ロボット｣展示とデモ− が行われ， 藤田研も参加しました．

詳しくはこちらまで

8月3日(金)

畑中先生とM1の齊藤君の合同誕生日FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

7月31日(火)

米村さんの誕生日FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

7月26日(木)

Sandraさんが金沢大学で行われた 2007年度第1回システム制御セミナーにおいて講演されました． 

7月25日(水)

ツヨポンの就職内定FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

7月24日(火)

博士前期課程の口述試験が行われました．
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詳しくはこちらまで

7月14日(土)・15日(日)

研究室旅行で栃木県の那須高原へ行ってきました．

詳しくはこちらまで

7月13日(金)

秋葉原の富士ソフトビルにて制御系設計セミナー2007が開催され，藤田先生が講演されました． 

詳しくはこちらまで

7月 7日(土)

2 年生の講義 「創造設計第一」 の一環であるロボコンがありました．

7月2日(月)

ギリシャのコス(Kos) 島で行われている国際学会 ECC'07 (European Control Conference 2007) に藤田先生

と内山さんが参加されました．内山さんが発表をされました． 

詳しくはこちらまで

6月27日(水)

芥川くんが誕生日のFFPを開きました．

詳しくはこちらまで

6月26日(火)

サンドラさんの友達が見学しに来ました．

詳しくはこちらまで

6月14日(木)

University of FloridaからいらっしゃったPramod P. Khargonekar教授が東工大にて講演されました．

詳しくはこちらまで

6月06日(水)

五十嵐くんが就職の内定FFPを開きました．

詳しくはこちらまで
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6月04日(月)

フィフィさんが来日しました！プレゼントを頂きました．o(^o^)o

詳しくはこちらまで

5月30日(水)

米村くんが就職の内定FFPを開きました．

詳しくはこちらまで

5月25日(金)

藤田研のOBの原さんが研究室にいらっしゃいました．．

詳しくはこちらまで 

5月23日(水)

サンドラさんが慶応大学で講演をされました． 

5月23日(水)

M2の山田くんが就職の内定FFPを開きました．

詳しくはこちらまで 

5月19日(土)

大学院向けの研究室紹介がおこなわれました．

詳しくはこちらまで 

5月18日(金)

金沢大学の滑川先生が藤田研にいらっしゃいました．

詳しくはこちらまで 

5月16日(水)

畑中先生が実家の岡山からお土産を持ってきて下さいました．

詳しくはこちらまで 

5月12日(土)

毎週の土曜日に飯野さんはゼミをされています．
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この日は学生室までいらして，飯野さんの学生時代の話を

されました．

詳しくはこちらまで 

5月10日(木)

Davidくんが２３歳の誕生日FFPを開いてくれました． 

詳しくはこちらまで 

5月8日(月)

ゴールデンウィーク明けということで，たくさんのお土産を

頂きました．

詳しくはこちらまで 

4月21日(土)

東工大大学院の研究室紹介がおこなわれ，藤田研も紹介をおこないました．

詳しくはこちらまで 

4月13日(金)

東芝の飯野さんとドイツからの留学生のNicoさんと新4年生の歓迎FFPが

六本木ヒルズのインドネシア料理店でおこなわれました．

詳しくはこちらまで 

4月12日(木)

学士論文研究配属説明会があり，

藤田研に配属された新4年生が研究室にやってきました． 

詳しくはこちらまで 

4月11日(水)

レイレイと山田が合同で誕生日FFPを開きました． 

詳しくはこちらまで 

4月5日(木)

ドクターとして藤田研に加わった飯野さんが来研されました． 
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詳しくはこちらまで 

4月5日(木)

入学式がありました． 

詳しくはこちらまで 
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学年末大掃除

March, 27, 2008

南棟祭の片付けをかねて藤田研の学年末大掃除がありました. 

現在のメンバーでのイベントはこれが最後であり, 

これが終わるとB4, M2の方々はそれぞれの道を歩んでいくことになります. 

 

窓冊子も掃除します  山田～ さぼるなよ～

 

予定表も4月に変わり, いよいよ新年度の始ま

りです
 栄養補給中
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伊吹君休憩中  荷物がない藤田研学生室はこんな感じです

 

BUSINESS LETTERゲット

これ誰宛の?
 机, 荷物が入るとこうなります

 

もちろん実験室の掃除も行いました  畑中さんおつかれモード
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南棟祭

March, 26, 2008

南5号館恒例の南棟祭が学科卒業式の後に行われました. 

今年は, 恒例のクレープのほかにコーヒームースを先生方やお客さんに振舞いました. 

毎年, 南棟祭にはスペシャルゲストがいらしているのですが, 今年はなんと○○君のゲスト.

秘書さんの驚きの声が廊下に響くほどのサプライズでした. 

しかし, ここにきてゲストの写真がないことが判明しました. すいません

ほかにも, 多くの方々が藤田研へいらしてくれて, 大変にぎやかでした. 

 

午前中のコーヒームースの仕込み  ホイップクリームをあわ立て中

 

新メニューのコーヒームースの試食  
米村:「どうコービームースは?」
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山田:「いけるんじゃないですか?」

 

伊吹君も手伝ってくれています  コーヒームースの準備完了

 

クレープのクリームの準備中

電動泡立て器大活躍
 ほかの人たちはまったりムード

 

B4の人たちは焼き係  大変にぎわっております
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留学生3人組み  
秘密兵器:ヨーグルトアイス

秘密の名のとおり知られずに溶けました・・

 

村尾さんから山田さんへプレゼント  中は真っ赤なタンクトップ

 

つよぽんさんも無事修了です  最後はビシッと
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御三家会談中  
Adrianさんも手伝ってくれました

実はクレープを焼くのが一番上手

 

Jayさんもクレープを焼いてくれました  スイーツを食べてるいっしー
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卒業式のお昼ご飯, 大谷さんとのお別れ会と贈呈式

March, 26, 2008

今年も卒業式のお昼ご飯に藤田先生からお寿司の差し入れがありました．

今年は三浦賞を受賞した五十嵐さんからの差し入れがありました

また, 3月いっぱいで秘書の大谷さんがおやめになられるので, お別れ会が開かれました. 

さらに, 卒業生, 修了生から研究室に贈呈品をおくりました. 

来年度から藤田研の一員になる岩渕君がきていました. 

B4, M2のみなさん卒業・修了おめでとうございます. 

 

卒業の喜びを証言する上田君と芥川君  いっしーも卒業できてうれしそうです

 

来年度から藤田研の一員になる岩渕です  さあ, 準備だー
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すしの見つめるノップ

実はすしはあまり好きではないのです
 準備完了

 

眠そうなJayさん  まさか, お寿司が食べられるとは・・・

 

今年もお昼の話題は○○に関してなのでしょ

うか?
 

アカデミックガウン着用のデビット

今年はデビットが総代を務めました
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修士課程の修了証書授与式の会場を説明中  

おやめになられる大谷さんへ感謝のプレゼン

ト

ひざかけをプレゼントしました

 

喜んでいただけているようです  
なんと, 大谷さんからもプレゼントがありま

した

 

3年間本当におつかれさまでした  プレゼントありがとうございました
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大谷さんからのありがたいお言葉  
3年間ありがとうございました 藤田研一同よ

り

 

学生には電動泡だて器

南棟祭のクレープ作りには必需品
 こちらがいただいたプレゼント

 

中身はこちら  
M2の皆さんからの贈呈品

空気清浄機です.
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B4の皆さんからの贈呈品

ハンドクリーナです
 

五十嵐さんの三浦賞受賞記念

スイーツフォレストのケーキです

 

杏仁豆腐とチーズムース  ゴディバのアイス

 

小林さんからの名古屋おみやげ  



第255回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080324/080324.html[2015/04/27 16:16:26]

Fujita Family Party

March, 24, 2008

第255回 宮野君と山田さん誕生日&畑中さん受賞FFP

宮野君と山田さんの誕生日&畑中さん受賞FFPがありました. 

宮野君の今年の抱負は就職する

山田君の今年の抱負は新しい生活に慣れる

とのことです. 

そして, 畑中さんは手島記念研究賞(博士論文賞)を受賞されました. おめでとうございます. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

宮野君と山田さんからのスムージー

ジュースと氷をまぜたものです
 畑中さんからのケーキ

 



第255回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080324/080324.html[2015/04/27 16:16:26]

今回は自由が丘のモンブランです  手島記念研究賞ゲット!

 

宮野君がスムージーを説明中です  
スムージーをいただいています

少し, 氷が溶けてしまってました

 

上田君もおいしくいただいております  

山田:「他人に誇れるところがないんだよ

なぁ」

小林:「ありますよ. MPTのチューニングが



第255回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080324/080324.html[2015/04/27 16:16:26]



第254回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080317_2/080317.html[2015/04/27 16:16:32]

Fujita Family Party

March, 17, 2008

第254回 テビットとイマンの大学院合格FFP

デビットとイマンの大学院合格FFPがありました. 

デビットとイマンは海外の大学への進学が決まっています. 

また, 今回はスペシャルゲストとしてミュンヘン工科大学のM. Buss教授と金沢大学の滑川准教授が

参加されました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

合格証書を手によろこぶデビット

3つも受かってます
 スペシャルゲストのM. Buss教授

 



第254回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080317_2/080317.html[2015/04/27 16:16:32]

もう一人のスペシャルゲストの滑川准教授  準備中です

 

本日のスイーツの一品目

今回はモンサンクレールのケーキです
 

本日のスイーツの二品目

いちごのケーキです

 

本日のスイーツの三品目

チョコのロールケーキです
 

本日のスイーツの四品目

今回は量がとても多い



第254回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080317_2/080317.html[2015/04/27 16:16:32]

 

皆さん, おいしくいただいております  普段のFFPはこんな感じです



またまた, いろいろな人からのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080317/080317.html[2015/04/27 16:16:36]

March, 17, 2008

またまた, いろいろな人から旅行のお土産をいただきました. 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

デビットからの箱根旅行おみやげ  レイレイが大喜び!!

 

いざ, 開封  イマンのご両親からのおみやげ (1/2)

 



またまた, いろいろな人からのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080317/080317.html[2015/04/27 16:16:36]

芥川君からフランス卒業旅行おみやげ  芥川君からフランス卒業旅行おみやげ その2

 

コーヒー豆もいただきました  山田さんからのスキーおみやげ



いろいろな人からのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080307/080307.html[2015/04/27 16:16:37]

March, 7, 2008

いろいろな人から旅行のお土産をいただきました. 

 

小林さんからフィリピン土産のマンゴー  山田さんからの信州土産

 

上田君の上海土産  中はこのようになっております



M2の五十嵐さんが学術奨励賞を受賞しました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080221/080221.html[2015/04/27 16:16:38]

February, 21, 2008

M2の五十嵐さんが学術奨励賞を受賞し, 授賞式が本日, 東大の山上会館で行われました. 

五十嵐さんおめでとうございます. 

 

賞状です.  記念品のメダルです.



畑中助教が手島記念研究賞(博士論文賞)を受賞しました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080220/080220.html[2015/04/27 16:16:39]

February, 20, 2008

畑中助教が手島記念研究賞(博士論文賞)を受賞し, 授賞式が本日行われました. 

畑中さんおめでとうございます. 

 

賞状です.  おおー！. 中を見てみると・・・ (1/2)

 

手島先生の伝記が記念品みたいです.  



学士論文研究発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080218/080218.html[2015/04/27 16:16:41]

学士論文研究発表会

February, 18, 2008

B4の学士論文研究の発表がありました. 

朝一の発表でしたが, 各自入念な準備のもと発表に臨んでいました. 

 

最初の発表は芥川君. 

良い流れを作れるでしょうか?
 ロボットが倒れているけど大丈夫!!

 

2番手は石野君  
教授陣との「衝突」(=質問攻め)を

見事に回避してました



学士論文研究発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080218/080218.html[2015/04/27 16:16:41]

 

3番手は上田君  予測制御は計算時間がかかるんです.

 

最後はデビット.  実験成功 !!



第253回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080218_2/080218.html[2015/04/27 16:16:43]

Fujita Family Party

January, 11, 2008

第253回 卒論発表打ち上げFFP

B4の学士論文研究発表会の打ち上げがありました. 

今回のFFPは、大岡山の「アジアン」という店で行われました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

発表も終わり, リラックス状態の4年生  注文中の二人

 

藤田先生:「石野君は○○はもうおわったの?

」

石野君:「いやぁ～．．．．．」

 
集合写真

4年生の皆様おつかれさまでした.



第253回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080218_2/080218.html[2015/04/27 16:16:43]

 

熱唱中の2人  留学生の方々も熱唱してます



Adrian君とレイレイおみやげ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080212/080212.html[2015/04/27 16:16:44]

February, 12, 2008

Adrian君とレイレイが旅行に行ってお土産を買ってきたくれました. 

レイレイはなんと修士発表前に旅行の計画を立てていたとのこと. 

もし, 修士発表が失敗した場合はどうするつもりだったのでしょうか? 

 

宇治のあん八つ橋

定番ですね
 

黒タマゴ

硫黄が含まれているとのこと. お味は・・・

あまり変わらないらしいです

 

中国のおみやげ

ある人のとてもお気に入り. 学生室に来たと

きはいつも食べていました.

 



修士論文発表会&修士中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080208/080208.html[2015/04/27 16:16:46]

修士論文発表と 修士中間発表会がありました.

February, 8, 2008

五十嵐さん, レイレイさん, 米村さん, 山田さん, アズイルマンさんの5名が 修士論文発表を行い, ノッ

プさんが修士中間発表を行いました. 

今年は, 藤田教授が東工大に着任してからはじめの修士論文発表であり,

これで無事, 東工大藤田研第一期修士学生が修了・・・・のはずです.

発表後は南5号館の部屋で打ち上げをしました. 

 

トップバッターの五十嵐さん  妙に早口のレイレイさん

 

3番目は米村さん. 

途中から発表がスロ～に
 やっぱりハプニングあった山田さん



修士論文発表会&修士中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080208/080208.html[2015/04/27 16:16:46]

 

無難に進むイマンさん  
一番大盛況のノップさん

(機械制御のほとんどの教授が見ていました)

 

発表終了後の打ち上げ. 

今回はピザを配達してもらいました
 

みなさんおつかさまでした. 



第252回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080118/080118.html[2015/04/27 16:16:50]

Fujita Family Party

January, 11, 2008

第252回 小林さん誕生日FFP

小林さんが誕生日を迎えたので, 誕生日FFPが開催されました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

藤田研メンバー集合!  横浜高島屋のカップデザート選りすぐり!

 

みんなでいただきました.  無表情だけど, 本当はおいしいはず...

 



第252回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080118/080118.html[2015/04/27 16:16:50]

Adrianさんはおいしそうです.  プリン片手に嬉しそうです.



第251回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080111_2/080111.html[2015/04/27 16:16:56]

Fujita Family Party

January, 11, 2008

第251回 新年会FFP

自由が丘のタイ料理屋 Bangkok Kitchen で藤田研の新年会FFPを行いました． 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

二次会の様子

 

カメラ目線の Jay さん．  
ノップさん：「みなさん！今年も頑張ってい

きましょう～！！」(1/2)

 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080111_2/0801112/0801112.html


第251回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080111_2/080111.html[2015/04/27 16:16:56]

スペアリブの写真．  ご飯も到着しました．

 

上田君しかこっちを見てくれません．．．  
Adrian さんと Jay さんがこっちを見てくれま

した！！

最後は，お決まりの集合写真です．



ミュンヘンのサンドラさんから手作りのクリスマスケーキが届きました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080111/080111.html[2015/04/27 16:16:59]

ミュンヘンのサンドラさんから手作りのクリスマスケーキが届きまし

た．

January, 11, 2008

２年間の藤田研での生活を終え，去年の９月にドイツに帰国されたサンドラさんから国際便で手作

りのクリスマスケーキが届きました． 

 

サンドラさん手作りのクリスマスケーキで

す．
 

クリスマスケーキを前にみんな楽しそうで

す．

 

クリスマスケーキを囲んで記念撮影！！  FUJITA LAB から誰かが出てきました．



ミュンヘンのサンドラさんから手作りのクリスマスケーキが届きました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080111/080111.html[2015/04/27 16:16:59]

 

ケーキ入刀！！  ケーキカットに苦戦中．

 

屋根が取れそうです．  
中にはさっきのおじさんです．



いろいろなおみやげ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080104-12/080104-12.html[2015/04/27 16:17:03]

いろいろなおみやげ

January, 4～12, 2008

ノップさん, レイレイさん, 畑中先生, 伊吹君, つよぽんさん, Jayさん, Adrianさん, 小林さんが全国各地

からおみやげを買ってきてくれました. 

 

猪苗代みやげ by ノップさん.  アメリカみやげ by レイレイさん.

 

岡山みやげ by 畑中先生.  山梨みやげ by 宮野さん.

 



いろいろなおみやげ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/080104-12/080104-12.html[2015/04/27 16:17:03]

北海道みやげ by 伊吹君 part1.  北海道みやげ by 伊吹君 part2.

 

北海道 by つよぽんさん.  
夕張 by Adrianさん. 

 

京都 by Jayさん.  
京都 by 小林さん. 



第250回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071226/071226.html[2015/04/27 16:17:06]

Fujita Family Party

December, 26, 2007

第250回 忘年会FFP

渋谷の居酒屋で藤田研の忘年会FFPを行いました． 

今回はなべ料理のお店です！ 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

二次会の様子

 

ピースサイン！  
米村：「みなさん！一年間お疲れ様でした

～！！」(1/2)

 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071226/0712262/0712262.html


第250回 FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071226/071226.html[2015/04/27 16:17:06]

オードブルの写真  
米村：「畑中先生も到着しました．もう一度

乾杯をやります！」

 

お店の雰囲気はこんな感じです．  
お疲れのため眠ってしまった，Jayさん．そ

の１(1/2)

最後は，お決まりの集合写真です．



CDC2007 December, 12～14, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071212-1214/071212.html[2015/04/27 16:17:12]

CDC2007

December, 12～14, 2007

国際学会CDCがアメリカのニューオリンズで行われ, 藤田先生, 畑中先生が参加し, 五十嵐さんが発表され
ました. 今回は学会に参加する前にイリノイ大学のM. Spong先生のところへ行きました. そして帰りは飛
行機の関係でロサンゼルスに寄り道して来ました. 

     
 

宿泊したホテルからの風景．イリノイの冬は寒いで
す.

CSL(Coordinated Science Laboratory)の前で撮
影．

     
 

実験室で説明を受ける先生方. イリノイ大学の風景

     
 

電子掲示板. セミナーの告知があります. 藤田先生のセミナーの様子



CDC2007 December, 12～14, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071212-1214/071212.html[2015/04/27 16:17:12]

     
 

バスからの風景. 
飛行機が突然キャンセルになって

バスでの移動になってしまいました.
ポスターでの発表の様子

     
 

隣のブースで発表していたAlain君と撮影 隣のブースで発表したいたHe君と撮影

     
 

Banquetでの様子. 
左から京大, 東先生, 電通大 桜間先生 そして畑中先

生
若き研究者の卵たち



CDC2007 December, 12～14, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071212-1214/071212.html[2015/04/27 16:17:12]

     
 

カルフォルニアロール.
ロスの名物です. きっちり完食しました.

     
 

ハリウッド. 忘れずに記念撮影.

     
 

ジョニー・デップの足跡と手形
おや, 誰かの足が.... ウィス・スミスの足跡



CDC2007 December, 12～14, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071212-1214/071212.html[2015/04/27 16:17:12]

おみやげ



韓国KAIST1127～1201, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071127-1201/071127-1201.html[2015/04/27 16:17:51]

KAIST

November,27～December,01, 2007

畑中先生，小林さん，ノップさんが韓国で行われたKAISTに参加されました. 

       

空港とノップさん. 海鮮鍋．味が全然しなかったという噂・・・

       

発表する小林さん. リーさん？とコパさんとノップさん＠とある山の神社

       



韓国KAIST1127～1201, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071127-1201/071127-1201.html[2015/04/27 16:17:51]

仏像とノップさん. 焼肉だ！好き？嫌い？嫌いじゃないけど…

       

宮殿のガードマとパチリ. 宮殿のガードマンとパチリその２

       

禁煙 クリスマスイルミネーション

       

コリアンパトカー ソウルのJUNGANGマーケット



第50回自動制御連合講演会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071124-1125/071124-1125.html[2015/04/27 16:17:57]

第50回自動制御連合講演会

November, 24～25, 2007

第50回自動制御連合講演会が開催されました. 

 

第50回自動制御連合講演会＠慶応大学日吉

キャンパス
 発表前の小林さん（左），ノップさん（右）

 

小林さんの発表です．  ノップさんの発表です．



第50回自動制御連合講演会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071124-1125/071124-1125.html[2015/04/27 16:17:57]

 

慶応大学食のランチセット.  おいしそうに食べています．

 

こちらの方は示村先生です.

藤田先生の先生です.
 

示村先生が講演をなさりました．



FFP 249

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071121_2/071121.html[2015/04/27 16:18:00]

Fujita Family Party

November, 21, 2007

第249回 B4中間発表お疲れFFP

B4の中間発表が終わって，そのお疲れFFPが開かれました！

場所は渋谷にある蒼竹というお店です！！

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

レイレイ：「ただいまよりB4の中間発表お

疲れFFPを始めまーす！！」
 それでは乾杯ー！

 



FFP 249

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071121_2/071121.html[2015/04/27 16:18:00]

今日は鍋だー，やっほいー！！！  おいしそうですねー

 

反省会が始まりました．  
上田：「パソコンの準備不足がありまして申

し訳m(_ _)m」

 

David：「日本語勉強します！」（もう十分

だろ～by Ishino)
 酒持って来い!щ(・_・)щ

 

カメラ目線のノップさん  最後はみんなでハイ，チーズ！



FFP 249

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071121_2/071121.html[2015/04/27 16:18:00]



学士論文中間発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071121/071121.html[2015/04/27 16:18:02]

学士論文研究中間発表
November, 21, 2007

４年生の学士論文中間発表がおこなわれました． 

 

発表前の４年生の集合写真．  会場へ移動中．

 

芥川，発表中．  石野，発表中．

 



学士論文中間発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071121/071121.html[2015/04/27 16:18:02]

上田，発表中．  David，発表中．

 

集合写真（発表後）

お疲れ様でした．

反省会は，その日の夜のFFPにておこなわれ

ました．

 



FFP 248

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071117/071117.html[2015/04/27 16:18:05]

Fujita Family Party

November 17, 2007

第248回 村尾さんと五十嵐さんのFFP

五十嵐さんと村尾さんの論文が採択されたので，おめでたいFFPを開きました．

おめでとうございます！！

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

FFPをはじめる前に，レイレイさんがいつも

の変顔をしています．
 

藤田先生が来ましたので，FFPをはじめま～

す♪

 



FFP 248

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071117/071117.html[2015/04/27 16:18:05]

論文が採択されたほかに，五十嵐さんも財団

法人から助成金をもらいました！おめでとう

ございます！！

 
今回のお菓子は自由が丘のロールケーキです

♪

 

ロールケーキ，その２（一個ないぞ？！）  みんなでおいしく食べています！

 

さて，山田さんの名前もある論文の謝辞に掲

載されました！
 

藤田先生がこれを見て一言：「山田，よく

やったな！」
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藤田先生にほめられて，喜んでいる山田さん  石野と上田のチラッとカメラ目線



ノップさんの京都土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071105/071105.html[2015/04/27 16:18:06]

ノップさんの京都土産
November, 5, 2007

ノップさんが京都土産を買ってきてくれました． 

 

もうすっかりお馴染みの生八つ橋  
左：抹茶

右：なんとストロベリー．



ノップさんの京都土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071105/071105.html[2015/04/27 16:18:06]

１つがちっちゃいなぁ



FFP 245

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071030/071030.html[2015/04/27 16:18:10]

Fujita Family Party

October, 22, 2007

第247回 イマンさんとノップさんの誕生日FFP

10月30日にイマンさんとノップさんの誕生日FFPを開きました！

イマンさんは9月21日で25歳になりました．

ノップさんは9月9日で22歳になりました． 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

右の方がイマンさん．左の方がノップさんで

す．
 

ノップさんが買ってきたタイのお菓子．

カラフルです．
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見た目がびゅーちほー！！  
こちらのケーキはイマンさんが自由が丘で

買ってきてくれました．

 

自由が丘スイーツその２．既に1個ありませ

ん．
 

ゲンゾウくんがとりわけてます．

まめなやつです．

 

この人は誰でしょう！？  みんなで楽しくおやつタイム！



工大祭オープンキャンパス研究室紹介

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071027-1028/071027-1028.html[2015/04/27 16:18:15]

工大祭オープンキャンパス研究室紹介
October, 27-28, 2007

27日と28日の二日間にわたり，工大祭が開かれました． 

制御システム工学科の企画で，ラボラトリーツアーが行われ， 藤田研も実験室で研究室紹介をしま

した． 

 

１日目． 

最終チェックを行う藤田研の人々．
 まだかな，まだかな？？

 

１人目のお客さんが来ました. 

まずはイマンさんによる協調制御についての

紹介です．

 
続いて畑中先生によるビジュアルフィード

バックのデモ．



工大祭オープンキャンパス研究室紹介

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071027-1028/071027-1028.html[2015/04/27 16:18:15]

 

最後は齊藤さんがnuvoの解説をしました．  
本日２回目． 

今度は小林さんによる説明です．

 

藤田先生が様子を見に来てくれました．  熱心にnuvoの紹介をする芥川くん．

 

２日目． ツアー前の様子．  
村尾さんはビジュアルフィードバックの紹介

をしています．



工大祭オープンキャンパス研究室紹介

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071027-1028/071027-1028.html[2015/04/27 16:18:15]

 

こんなに大勢のお客さんがいらっしゃいまし

た．
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Fujita Family Party

October, 22, 2007

第246回 伊吹君とJayとAdrianの歓迎FFP

10月22日にドイツから来たJayとAdrianと早期卒業の伊吹君の歓迎FFPを開きました！

場所は都立大学駅の花の舞です．JayとAdrianにとって初めての居酒屋です！！

伊吹にとっては何回も行っている居酒屋です（当たり前だろうが．．by Isshi） 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

 

宮野：「ただいまより，伊吹君，Jay

君，Adrian君の歓迎FFPを始めますー！！」

（英語でがんばって言いました）

 
右から二人目はJay君，三人目はAdrian 君で

す．
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宮野：「それじゃ，皆さんかんぱーーー

い！！！」
 ドイツ語では「borst」というらしいです．

 

今回の料理は鍋料理です！  楽しそうに食べています～♪

 

左の方が伊吹君です．すでに出来上がってい

ます．
 

藤田先生はドイツに行く予定の米村さんにア

ドバイスをしています．
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藤田先生は二人の留学生に日本料理とドイツ

料理との違いについてトークをしています．

（レイレイさんに注目！）

 幹事の宮野さんです！

 

千葉人のレモンの食べ方．  
最後はみんなで集合写真！おつかれさまでし

た～！



Jay君とAdrian君の来日

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071016/071016.html[2015/04/27 16:18:21]

Jay君とAdrian君の来日
October, 16, 2007

ドイツのStuttgart大学から留学生のJay Wagenpfeil君とAdrian Trachte君が 来日しました．

成田空港 → 留学生寮 → 渋谷で昼食 → 研究室という行程でした． 

 

朝９時半頃, 藤田研の２人は, 留学生の２人を

成田空港の到着ロビーで待ちわびていまし

た．

 まだかな，まだかな？？

 

持っていた紙のおかげで, ２人に会えました.  
電車にて．左に写っているのがAdrian君 で

す．



Jay君とAdrian君の来日

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071016/071016.html[2015/04/27 16:18:21]

 

左に写っているのがJay君です．  

13時半頃, 昼食に渋谷のおそば屋に立ち寄り

ました．

２人とも, おそばが気に入ったみたいです．

 

15時頃, 研究室のメンバーと初顔合わせをし

ました.
 

はじめは緊張している様子だった２人も

だいぶ打ち解けてきたようです．

これからもよろしくお願いします！



新メンバー伊吹くん

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071015_3/071015_3.html[2015/04/27 16:18:21]

新メンバー伊吹くん
October, 15, 2007

制御システム工学科の伊吹竜也くんが, 早期卒業を目指し, 半年早く藤田研に配属されました．

 

藤田研のメンバーにあいさつする伊吹くん．  



Nicoさんとのお別れ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071015_2/071015_2.html[2015/04/27 16:18:25]

Nicoさんとのお別れ
October, 15, 2007

この日に日本を発つNicoさんをみんなでお見送りしました． 

 

いままでホントにアリガトウゴザイマス！！

日本はとても良い所でした．
 藤田研から修了証書の授与．

 

ドイツで会えるよね．  俺らもドイツ行くからね．



Nicoさんとのお別れ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071015_2/071015_2.html[2015/04/27 16:18:25]

 

South 5th building の前で記念撮影．  
また，日本に必ず来ます！

I'm sure to see you again !!



Nicoさんの京都土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071015_1/071015_1.html[2015/04/27 16:18:27]

Nicoさんの京都土産
October, 15, 2007

約一週間, 京都などの国内観光旅行に行っていたNicoさんが京都土産を買ってきてくれました． 

 

もうすっかりお馴染みの生八つ橋  
ついでにドイツの奇妙なお菓子も

持ってきてくれました．
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Fujita Family Party

October, 12, 2007

第245回 ニコさんのお別れFFP

半年間, 藤田研に在籍していたニコさんが, 来週

ドイツへ帰国されるので, 送別会としてFFPを開きました．

場所は, 日本での和食を最後にと思い, 大岡山の蕎麦屋の"志波田"というお店に

行きました. 

研究室からニコさんへたくさんのお土産が渡されました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

研究室から夜の大岡山に繰り出します  おしゃれなお店に、おしゃれな男たち
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本日の主役、ニコさん  はしゃぎ過ぎ

 

"Prost"  ニンジンとセロリ

 

今日の幹事の小林さんです  ニコさんも満足
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ニコさんへプレゼント. (1/4)  色紙もプレゼント.

 

みんな、ありがと！  お店の前でパチリ.



Davidのご両親の研究室訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071011/071011.html[2015/04/27 16:18:36]

Davidのご両親の研究室訪問
October, 11, 2007

仕事のために来日したDavidのご両親が, 藤田研の学生室にいらっしゃいました． 

 

Davidのご両親と藤田研のメンバーで

記念撮影をおこないました.
 

David一家が持って来てくれた

お菓子について議論する人々．

 

ん～, これはたぶん豚の皮を揚げたものデ

ス！

ホントに～？？

 石野さんからオッケーサインが出ました．



構内避難訓練

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071003/071003.html[2015/04/27 16:18:38]

構内避難訓練
October, 3, 2007

東工大大岡山キャンパスにて火災発生！ 直ちに避難しなさい！！ 

 

藤田研は全員参加よ～  危機感のない奴ら



研究室の新メンバー？？

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071001_2/071001.html[2015/04/27 16:18:40]

研究室の新メンバー？？
October, 01, 2007

研究室に新メンバーがやってきました！ 

まったく同じな「三人組」――「Nuvo」です！！ 

画像をクリックしてください

動画の再生はQuicktimeが必要

 

初登場、Nuvo！立っているぞ  Devidの弟分？

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071001_2/Nuvo.mov


研究室の新メンバー？？

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071001_2/071001.html[2015/04/27 16:18:40]

 

「可愛いNuvoだ」  Devidも喜んでいる．



ツヨポンの北海道土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/071001/071001.html[2015/04/27 16:18:41]

ツヨポンの北海道土産
October, 01, 2007

ツヨポンが中間発表が終わったら、実家の札幌に帰りました．． 

昨日帰ってきて、ウマい北海道土産を持ってきました． 

 

Baton Cookiesを買ってきました．  こんないっぱいあるぞ．



FFP 245

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070927/070927.html[2015/04/27 16:18:45]

Fujita Family Party

September, 27, 2007

第245回 イッシーとゲンゾウの誕生日FFP

10月9日で22歳になったイッシー(石野くん)と, 10月6日で23歳になったゲンゾウ(上田くん)の合同誕

生日FFPが

学生室でおこなわれました. ドイツ留学の話が出ました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

最近, FFPで大活躍中のイッシーこと石野で

す！
 

この度, 私は２２歳になろうとしてまして…

ちょっと堅苦しい．
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抱負かぁ…(1/2)  僕の抱負は…(1/2)

 

和菓子で有名な叶匠寿庵から(1/2)  

藤田研からもドイツに留学できるよ, 石野く

ん. 

藤田先生にしっかりマークされているイッ

シー

 

小林先輩, どうしましょう？

殻を破るのもありじゃない？
 僕は非常に興味があるんですが…
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なんだぁ, この重い空気は～？  ドイツに詳しい2人はデザートに夢中



サンドラさん帰国

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070926_2/070926.html[2015/04/27 16:18:51]

サンドラさん帰国
September, 26, 2007

サンドラさんが今日の朝に二年間藤田研での生活を終わらし、ドイツに帰国しました．今日の朝、

研究室の皆さん「朝起きている人たちのみ？」がサンドラさんが住んでいた三軒茶屋にいって、サ

ンドラさんを見送りしました． 

 

サンドラさんが研究室にお土産を買ってきま

した．
 

「ありがとうございます」とガチャが貰いま

した．

 

「二年間ありがとうございました！」  「ガチャさんもありがとうございました」．



サンドラさん帰国

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070926_2/070926.html[2015/04/27 16:18:51]

 

「朝早くきてくれてありがとう！」  握手しながら、ポーズをとっている山田．

 

「コーヒーメーカ」でした．  ガチャさんが開封している．

 

出てきましたぞ．  ピカピカなコーヒーメーカー．



サンドラさん帰国

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070926_2/070926.html[2015/04/27 16:18:51]

 

コーヒーで満足した畑中さん．  山田がコーヒーを入れている．

 

山田がもうすっごく満足している．  もう一杯行こうか．



畑中さんの熊本土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070926/070926.html[2015/04/27 16:18:55]

畑中さんの熊本土産
September, 26, 2007

畑中さんは熊本に行って、お土産を買って帰りました． 

 

熊本からのお土産．  帰りに宮崎に「旅行？」に行ったらしい．

 

宮崎のマンゴーを使ったお菓子を買って来

た．
 

「うめっちゃが!!」

「うんうん、うめぞ～！」．



芥川君の福岡土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070925/070925.html[2015/04/27 16:18:57]

芥川君の福岡土産
September, 25, 2007

芥川君が福岡に旅行に行って、お土産を買ってきました． 

 

「どうも、こんにちは．お土産を買ってきま

した」．
 芥川君がお土産を開けている．

 

中はこんな感じだ．  
「いつかどっかでこんなヘンな人見たことあ

るような．．．」



芥川君の福岡土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070925/070925.html[2015/04/27 16:18:57]

 

「ひよこ？これも福岡から？」  中も「ひよこ」でした



サンドラさんがケーキを買って来た

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070921_2/070921.html[2015/04/27 16:18:59]

サンドラさんがケーキを買って来た
September, 21, 2007

今日は忙しい一日だ．M2の発表が終わったばかりで、夜にはサンドラさんの歓送FFPが開かれる． 

サンドラさんも、今日は早くも研究室に来て、ケーキを買ってきました． 

 

サンドラさんがお土産を持って来ました．  不二家のケーキだ．
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Fujita Family Party

September, 21, 2007

第244回 サンドラさんのお別れFFP

2年間, 藤田研に在籍していたポスドクのサンドラさんが, 9月いっぱいで

ドイツへ帰国されるので, 送別会としてFFPを開きました．

場所は, 日本での和食を最後にと思い, 外苑前の"ほのか"というお店に

行きました. 

研究室からサンドラさんへたくさんのお土産が渡されました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

左からレイレイ, サンドラさん，Nicoさん  まずは, 乾杯のドリンクを選んでいます.
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幹事のヤマダくんが, はじめにあいさつを. 

これでサヨナラではないですよね！
 "Prost"

 

サンドラさんの愛弟子, イマン！  

 

お魚が非常においしいです.  
村尾さんが藤田先生と話し込んでいます. 

どんな話題でしょう？？
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ギョロっ  すでにでき上がっているノップ

 

すでにでき上がっているNicoさんとみやっ

ち.
 

藤田研のみんなからメッセージ入りの寄せ書

き(1/9)

 

村尾さんからもプレゼントがあるようです.

(1/5)
 集合写真その1 (1/2)
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日本のマンガとかいろいろ入った箱を

Nicoさんはずっと運んでいました.
 神宮球場まで歩いて来ちゃいました.



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070921/070921.html[2015/04/27 16:19:07]

M2の中間発表会
September, 21, 2007

今日はM2の中間発表会がありました．M2の方お疲れ様でした． 

 

山田が自信満々だ．  発表が終わって帰ってきたイマン．

 

レイレイはバッチリ？  「ドッカン」と、ヨネジが疲れ過ぎ？



ガチャさんとコパンが浅草からお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070919/070919.html[2015/04/27 16:19:08]

ガチャさんとコパンが浅草からお土産
September, 19, 2007

ガチャさんとコパンが浅草に行って、サンドラさんのお土産を買いに行ったとき、研究室にもお土

産を買ってきました． 

 

人形焼きを買ってくれました．  こんな感じです．



コパンの夏休みインターシップ先からのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070918/070918.html[2015/04/27 16:19:10]

コパンの夏休みインターシップ先からのお土産
September, 18, 2007

コパンが夏休みに、「デンソー」にインターシップに行きまして、デンソーからお土産を買ってき

ました。 

 

コパンがデンソーから帰ってきました．  
こんなお土産を持て帰りました。

中身は何だろう？？

 

自分で開ける．  さ～、出てきました．



コパンの夏休みインターシップ先からのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070918/070918.html[2015/04/27 16:19:10]

 

「デンソーせんべい」で～す！  
さすが、デンソー！こんなもんまで作ってい

る．



FFP 243

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070914/070914.html[2015/04/27 16:19:13]

Fujita Family Party

September, 14, 2007

第243回 芥川くんと上田くんの院試合格FFP

4年生の芥川くんと上田くんが, 筆頭試験で大学院入学試験に合格したので

おめでとうFFPを開いてくれました. 

飲み会の場所は西小山にある焼き肉のお店, "一牛"に行きました. 

芥川くんは岩附・岡田研, 上田くんは廣瀬研に入ることが決まりました. 

みんな, 別々の道を歩むのねん. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

大学の近くに, こんな焼き肉店があるとは

知りませんでした.
 幹事のイッシーが乾杯のあいさつを.



FFP 243

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070914/070914.html[2015/04/27 16:19:13]

 

かんぱーい！  肉を焼き始める米村さん(1/3)

 

おめでとう，ゲンゾウ！  
おめでとう, 芥川くん！

遠いなぁ…

 

そんな飲んでいないはずなのに, 

顔が火照ってきました.
 集合写真その1 (1/2)



第36回制御理論シンポジウムのお土産とレイレイさんのドイツのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070910/070910.html[2015/04/27 16:19:23]

第36回制御理論シンポジウムのお土産とレイレイさんのドイツのお土
産

September, 10, 2007

第36回制御理論シンポジウム参加者から札幌のお土産を頂きました．

レイレイさんからドイツのお土産を頂きました． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

サンドラさんがカマンベールチーズケーキを

買ってきてくれました．(1/2)
 早速切ってみました．(1/2)

 



第36回制御理論シンポジウムのお土産とレイレイさんのドイツのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070910/070910.html[2015/04/27 16:19:23]

チーズの匂いに誘われて

レイレイさんが駆けつけました．
 

レイレイさんチーズケーキにまっしぐらで

す．(1/2)

 

サンドラさん，レイレイさんの食べっぷりに

唖然としています．
 チーズケーキを見つめる山田さんです．

 

チーズケーキを刺している山田さんです．  
今度はレイレイさんからのドイツのお土産で

す．(1/3)

 



第36回制御理論シンポジウムのお土産とレイレイさんのドイツのお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070910/070910.html[2015/04/27 16:19:23]

何だ，これは？・・・(1/3)  

レイレイさんは山田さんにてんとう虫のおか

しも

買ってきてくれました．

山田さんはてんとう虫が大好きです．



第36回制御理論シンポジウム

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070905-0907/070905-0907.html[2015/04/27 16:19:29]

第36回制御理論シンポジウム
September, 5～7, 2007

第36回制御理論シンポジウムが札幌で開催されました． 

 

齊藤くんは1日目の情報理論によるアプロー

チ

というセッションで発表しました．

 

Nicoさんは1日目のOS フォーメーション(Ⅰ)

で

発表されました．

 

イマンさんは1日目のOS フォーメーション

(Ⅱ)で発表されました．
 

五十嵐さんも1日目のOS フォーメーション

(Ⅱ)で発表されました．



第36回制御理論シンポジウム

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070905-0907/070905-0907.html[2015/04/27 16:19:29]

 

宮野は1日目の非線形系(Ⅲ)というセッショ

ンで発表しました．
 

畑中先生は3日目のモデル予測制御という

セッションで発表をされ，ネットワークと制

御(Ⅰ)

というセッションの座長もされました．

 

2日目の夜には懇親会が催されました．

主査である足立先生がスピーチをされまし

た．

 左から齊藤くん，小林先生です．

 



第36回制御理論シンポジウム

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070905-0907/070905-0907.html[2015/04/27 16:19:29]

左から中浦先生，畑中先生です．  左から村尾さん，イマンさんです．

 

左から吉岡さん，サンドラさん，Nicoさん

です．
 左から足立先生，滑川先生です．

 

左から佐藤さん，南さん，村尾さんです．  
左から東先生，渡辺先生，藤田先生，太田先

生です．



FFP 242

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070823/070823.html[2015/04/27 16:19:43]

Fujita Family Party

August, 23, 2007

第242回 イッシー院試合格おめでとうFFP

4年生の石野くん(イッシー)が, 内部推薦で大学院入学試験に合格したので

おめでとうFFPを開いてくれました. 

来年度は, 情報環境学専攻の宇治橋研に入ることになりました. 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

イッシーがコーヒーを入れて, 

FFPの準備をしています.
 

一足先に, 大学院進学が決定しました. 

おめでとうございます!!

 



FFP 242

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070823/070823.html[2015/04/27 16:19:43]

GIOTTOのケーキ(1/3)  大奮発ですよ～, みなさん.

 

これはおいしい！イッシーありがとう！！  畑中先生がカメラに気付く…(1/3)

 

ガオォ, 俺には一口で十分だぁ！  みんなまったりモード

 

俺も早く決まりたい．  

イッシーが藤田先生に突っ込まれているみた

い. 

動揺を隠し切れないみたい.



FFP 242

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070823/070823.html[2015/04/27 16:19:43]



4年生大学院入試口述試問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070822/070822.html[2015/04/27 16:19:48]

4年生大学院入試口述試問の後の様子
August, 22, 2007

4年生が，口述試験を終えて研究室に帰ってきました． 

 

面接が終わってホッとした様子の芥川くん．  ゲンゾウも院試が終わって余裕の表情！？



米村さんからお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070821_1/070821.html[2015/04/27 16:19:50]

米村さんからのお土産
August, 21, 2007

米村さんが実家の方に帰省していたのでお土産をもってきてくれました． 

なぜか(？)石川のお土産でした．

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

 

お土産その1 ～なぞの箱～ 珠洲焼の里？  お土産その2 ～彩り豊かなバームクーヘン～

 

箱を開けてみると～？(1/4)  なぞの箱の中身は壷のような･･･(1/2)



米村さんからお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070821_1/070821.html[2015/04/27 16:19:50]

 

山）すごいですねぇ～．  米）結構面白かったでしょ？

 

現）ん！？ 石）どう？  石）うまっ．



宮野くんの実家お土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070820_2/070820_2.html[2015/04/27 16:19:54]

宮野くんの実家お土産
August, 20, 2007

宮野くんが実家の山梨からお土産を買ってきてくれました． 

 

チーズケーキ(1/2)  
たくさんのお土産を買ってきてくれた

みやっち．

 

いただきま～す！  ガォー俺にもよこせ～！！



山田のハワイアンプレゼント

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070820/070820.html[2015/04/27 16:20:13]

山田のハワイアンプレゼント
August, 20, 2007

13日から17日の間にハワイ旅行に行ったテル君（山田）が昨日東京に戻ってきました。ハワイアン

土産を持って帰りました。 

 

山田がハワイから戻ってきた。  
ハワイののMAUNA LOAから来たお土産？

(1/3)

 

MAUNA LOAと書かれている(1/4)  チョコレートコーヒ



山田のハワイアンプレゼント

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070820/070820.html[2015/04/27 16:20:13]

 

三人ジャンケンでどれを開けるかを決める。

(1/5)
 

ジャンケンに負けたけど、とりあえず、食べ

る！



富士登山お土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070813/070813.html[2015/04/27 16:20:19]

富士登山お土産
August, 13, 2007

ノップが富士登山 (静岡) のお土産をもってきてくれました． 

美味しくいただきました． ありがとう． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

 

ノップがかって来てくれた富士登山のお土産

です．
 まず一つ目はブルーベリーパイ．(1/4)

 

もう一つは田舎草もちです．(1/4)  早速いただきます．(1/2)



富士登山お土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070813/070813.html[2015/04/27 16:20:19]

 

イマンが何かに注目している？？なんでしょ

う？(1/2)
 



東工大メカノウィーク

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070807/070807.html[2015/04/27 16:20:23]

東工大メカノウィーク
August, 12, 2007

東工大メカノウィーク －｢進化する機械･ロボット｣展示とデモーが8/7～8/12の間で行われ，藤田研

も参加しました。 

今回の展示はロボットウォッチに掲載されました。 

展示会の様子を一部写真で伝えます。 

 

宣伝ポスター  開場の前に、みんなで準備している。

 

当日のスタッフ・イマン  朝からだるいヨネジ

http://robot.watch.impress.co.jp/cda/news/2007/08/20/610.html


東工大メカノウィーク

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070807/070807.html[2015/04/27 16:20:23]

 

畑中さんがカメラに近すぎ  何かに驚いているレイレイ

 

とりあえず、座って休もうとするミヤチ  
格好よく映ってもらいたい山田、スタッフぽ

い

 

藤田研の展示・磁気浮上と倒立振子  藤田研の展示・Visual Flocking



東工大メカノウィーク

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070807/070807.html[2015/04/27 16:20:23]

 

レイレイが倒立振子を説明している  ミヤチが手なども使って説明している

 

山田も必死に解説している  畑中さんは磁気浮上をみんなに説明している

 

畑中さんは観客の前で研究室の紹介などス

ピーチしている
 こともが自分で手で触って、感動した



東工大メカノウィーク

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070807/070807.html[2015/04/27 16:20:23]

 

ニコも英語でみんなに解説している  こんなに人が来られました

 

一日の終わり、観客がもういない  みんな六日間お疲れ様でした



FFP 240

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070803/070803.html[2015/04/27 16:20:28]

Fujita Family Party

August, 3, 2007

第240回 畑中先生と齊藤君の誕生日FFP

８月４日に２８歳になった畑中先生と８月２日に２３歳になった齊藤君が 合同で誕生日FFPを開き

ました． 

それでは FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

２８かぁ．  ２３になりました．(1/2)

 

齊藤君は藤田研唯一の東京出身者で

あることが判明しました．
 新宿が近場という話に感心した一同．



FFP 240

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070803/070803.html[2015/04/27 16:20:28]

 

斉）今更ですが，東工大の男子比率に

うんざりです．

山）同感だわ．年季が違う！

 
特に機械系はね．クスクス．

コパなんか, 顔しかめちゃった！

 

畑）僕もだいぶ慣れっこですけど．  
そして，FFPのラストを飾るのはいつも俺

だ！



FFP 239

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070731/070731.html[2015/04/27 16:20:31]

Fujita Family Party

July, 31, 2007

第239回 米村さんの誕生日FFP

米村さんの誕生日FFPがおこなわれました．２５歳になりました． 

20代も折り返しに入りますが，公私(特に私？）ともに順調なようで， 手作りケーキがそれを物

語っていました． 

抱負は，（いろいろな意味で？）研究室の模範となるような院生となり，

来年卒業することだそうです．

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

藤）ヨネジ, 誕生日おめでとう！

米）ありがとうございます．今日は，ちょっ

としたサプライズがあります！

 
今回の品は，手作りケーキです！（○○さん

作）(1/2)

 



FFP 239

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070731/070731.html[2015/04/27 16:20:31]

モノ欲しそうに見つめるヤカラ．  

藤）ヨネジ，やるじゃん！いつから～？

米）就活も一緒に乗り越えたって感じです

(^0^;)

 

いうなぁ（照笑）  あぁ，仕事振ろう...(笑）

 

ニ）not only yone but also me…  
○○さんを探せ！

さっそくweb検索とは…



FFP 239

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070731/070731.html[2015/04/27 16:20:31]

 

甘酸っぱくておいしいです！  いただきま～す(1/3)



FFP 238

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070725/070725.html[2015/04/27 16:20:34]

Fujita Family Party

July, 25, 2007

第238回FFP

ツヨポンの就職内定FFPが開かれました． 

就職先は藤田研OBのマツダさんと同じ某T社だそうです． 

おめでとうございます． 

それでは，FFP の一部をご覧ください． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

ツ） 内定いただきました～．  今日のお菓子はすごいですよ～．(1/4)

 

藤）やるじゃん、ツヨポン！！(1/3)  
話は本題へと進み…かなり強気な就職活動を



FFP 238

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070725/070725.html[2015/04/27 16:20:34]

繰り広げてきたツヨポンの武勇伝を披露．

 

真剣に話を聞くM1たち．  
青山という言葉の雰囲気に飲まれてしまって

いる山田くん．



大学院口述試験

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070724/070724.html[2015/04/27 16:20:35]

博士前期課程の口述試験が行われました．
July, 24, 2007

博士前期課程の口述試験が行われ, 石野くんが受験してきました． 

気になる結果はまた後ほど･･･ 

 

石）ケ，ケッコウヨユウデシタヨ．  
山）遅刻せずに行ったなんて，さすがだね

～．



第２回研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070714/070714.html[2015/04/27 16:20:37]

Fujita Family Party

July. 14～15, 2007

第2回研究室旅行（1日目）

7月14日・15日の1泊2日で研究室旅行に行ってきました．

目的地は栃木県の那須です．

ちょうど台風が関東地方に接近していたため，大荒れの天気のなか

車を走らせた一行…いったい，どーなってしまうのか？ 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

2日目の様子

 

早朝, 東京駅に集合したメンバー.

天気も後押しして, テンション高めです.
 あれ～, まだ誰か来てない人がいるゾ？

 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070714/070715/070715.html


第２回研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070714/070714.html[2015/04/27 16:20:37]

イマンでした！(1/2)  いざ出発です!!

 

誰かのバックが置き去りだゾ～(1/2)  レンタカーで快走するイッシー

 

朝が早くて, 眠い一行．

先程までの元気はどこへやら？
 ん～, スヤスヤと寝てますねぇ.(1/3)



第２回研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070714/070714.html[2015/04/27 16:20:37]

 

雨が降りしきる中，那須ハイランドパークに

到着.
 

白装束(カッパ)を身にまとった怪しい集団で

す．

 

俺も写真撮ってよ！  
さっそく, 園内"最恐"のジェットコースター

に乗る一同．

 

Nicoさん, 絶叫系が大好きみたいです(^-^;  あの動きはヤバイ！



第２回研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070714/070714.html[2015/04/27 16:20:37]

 

やっぱり, 遊園地来たら, これ乗らないとね！

(1/2)
 

クルクル周りながら, 流されていく乗り物で

す.

雨のせいか，いつもより流れ強くない！？

 

怪しいお化け屋敷，発見！

しかも, フリーパスでも有料とは, ますますア

ヤしい(- ～-")

 
ガンダム祭りがやっていました.

ガンダムファンにはたまらない作品？(>o<)

 

今晩泊まるログハウスに到着しました．



第２回研究室旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070714/070714.html[2015/04/27 16:20:37]

(1/2)
 蛍の湯が備え付きです．(1/2)

 

料理が得意な米村さんが, 

BBQの用意にさっそく取りかかります．
 ガチャさんが, 肉をスライシング．

 

雨の中でもBBQも, なかなか体験

できない 貴重な思い出となりました．
 

Very funny !!

（トテモオモシロイデス）



主催：サイバネットシステム、The MathWorks Inc,

2007年7月13日

『Robust Control Toolboxによる制御系設計
論 ： 歴史と将来』



ECC'07

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070702/070702.html[2015/04/27 16:20:44]

ECC'07 (European Control Conference 2007)

Jul.02, 2007

ギリシャのコス(Kos) 島で行われている国際学会 ECC'07 (European Control Conference 2007) に藤田

先生と内山さんが参加されました. 

 

Semi-plenaryで講演されたSchmidt教授と藤

田先生．
 

Semi-plenaryで講演されたSchmidt教授と内

山さん．



FFP 237
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Fujita Family Party

Jun.27, 2007

第237回FFP

今日はちょうど芥川君の誕生日でした．みんなのためにＧＯＤＩＶＡというBelgiumからの高級な

チョコレート屋さんから，アイスクリームを買ってきました！

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

芥川：「コーヒーできました！！さて，ＦＦ

Ｐをはじめましょう！」
 

みんなＧＯＤＩＶＡに感動しています！！

(1/4)
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藤田先生や畑中先生も来ましたので，そろそ

ろＦＦＰをはじめまーす(＾o＾)/
 

さて，始まるまえに，芥川君からの挨拶や，

アイスについての講義があります．

米村さん：「今日持ってきたアイスの種類を

説明してください．」

芥川：「えっと，はい」

 

「これがミルクチョコです．ミルクチョコ

は．．」（※石野は聞いていません）(1/3)
 さて，いただきまーす♪
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デビッド：「やっぱ，Belgiumからのチョコ

はうまいですね！」

米村さん：「さすがＧＯＤＩＶＡです！」

 
そのあと，芥川くんの今年の抱負について聞

きました．パリにいきたいんだって！(1/2)

 

誕生日会を開いてくれた芥川です．パリへの

旅，がんばってください！！人にだまされな

いように！ｗ

 



Sandraさんの愉快な仲間たち

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070626/070626.html[2015/04/27 16:20:49]

サンドラさんと愉快な仲間たち
Jun.26, 2007

今日は，サンドラさんの友達たちが見学しにきました！ドイツからです！ 日本の研究室はどんなと

ころなんだろう？って深い関心を持って，参りました！ 

 

サンドラさん，ニコさん，イマンさんとサン

ドラさんの友達たち．インターナショナルや

～

 
どうも日本の研究室が興味深いので，思い出

に写真を撮りたがっています．

 

もう一回．  こちらからも．



Sandraさんの愉快な仲間たち

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070626/070626.html[2015/04/27 16:20:49]

 

じゃ，俺も．  



Pramod P. Khargonekar教授が来日！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070614/070614.html[2015/04/27 16:20:50]

Pramod P. Khargonekar教授が来日！
Jun.15, 2007

今日は，藤田先生が，University of FloridaからいらっしゃったPramod P. Khargonekar教授に東京の

案内をしました． 

 

Pramod P. Khargonekar教授に六本木を案内

しました．
 六本木の美術館の前でにっこり！

 

その後，お台場に行きました！  これはお台場での夜の写真です．
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Fujita Family Party

Jun.06, 2007

第236回FFP

今日は，M2の五十嵐さんが三菱電機に就職の内定が決まったので，FFPを開きました！ 

今日のFFPでは、五十嵐さんは，Tante Marie Patisserieという丸の内オアゾにあるケーキ屋さんから

いろんな種類のケーキを買ってきました！（＾o＾）ゎーぃ！！ 

五十嵐さん，おめでとうございました！！！ 

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

どんなケーキなんでしょう．．．(1/2)  
二番目の箱．．Le Camembertって書いてあ

ります．．ふたを開けてみますと．． (1/2)

 



FFP 236

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070606/070606.html[2015/04/27 16:20:53]

最後にこの箱，三番目の箱，開けてみま

す．．(1/2)
 早速五十嵐さんがきりました！！

 

コーヒやグラスも準備してあって．．パー

ティー開始～♪
 

パーティーが始まる前に，ＦＦＰを開いてく

れた五十嵐さんに一言を言ってもらいまし

た．

上田くんは食べたくてずっとニヤニヤして

ケーキを見ていました．
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宮野くん：「五十嵐さんは来年からも藤田研

に来るんですよね？」（当然w）
 上田：（あのケーキを食いたいな．．．）

 

小林くんも将来について深く考えています．

(1/2)
 その後，村尾さんがきました！ (1/2)



フィフィお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070604/070604.html[2015/04/27 16:20:55]

From Germany with LOVE

Jun.04, 2007

レイレイの彼女，フィフィさんからプレゼントを頂きました！ 

 

チョコレートをいただきました！！かの有名

なLINDTです！！！o(>_<)o
 中身をあけてみると．．．わーい！！！

 

石野が．．！！！誰よりも早くチョコ

を．．！！
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Fujita Family Party

Jun.08, 2007

第235回FFP

2007年5月30日にM2の米村さんが就職の内定が決まったので，FFPを開きましたo(^^)o！！！ 

米村さんがたい焼きを麻布十番の浪速家総本店から買ってきました！！わーい！

そのたい焼きは有名な店で買ったので，結構並んでいたらしいです．

米村さんの就職活動の苦労話をしてもらいました．大変参考になりました．

残念ながら，ウェブページの製作者のミスによりFFPの写真が残っていません（T_T)

米村さん，申し訳ありませんでしたm(＿＿)m

．．．

というわけで，お詫びのため米村さんに寿司，チョコレートやガムを差し上げまして，ダミーFFP

を6月8日に開きました． これで，なんとかお許しくださいm(＿＿)m

写真の復元（結果として復元できなかったが）をなさってくれた五十嵐さんにもチョコレートを差

し上げました．

がっちゃんさん，ありがとうございました(>＿<)

では，ダミーＦＦＰの様子をご覧ください： 
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Take 1: 「米村さん，これでなんとかお許し

ください！！」（＞＿＜）
 

Take 2: 「お許しください！！」m（＞＿

＜）m

 

大岡山商店街の千代田寿司で買いました！ト

ロとうにが入ってます！！！
 

許してくれたようなので，よかったです！

(^_^)

これからミスがないように，気をつけます！



原さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070525/070525.html[2015/04/27 16:21:09]

原さんの学生室でのお話！
May.25, 2007

今日は藤田研OBの原さんがいらっしゃいました！ 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

原さんからいただいたお土産です！  
開けて，中身をみると．．．わーい～！！

(^o^)ノ

 

スィートポテトのケーキです！！  
原さんの話を食べながら聞いている藤田先生

と畑中先生 (1/2)



原さん来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070525/070525.html[2015/04/27 16:21:09]

 

米村くんも話に参加しています  
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Fujita Family Party

May.23, 2007

第234回FFP

今日はM2の山田さんが就職の内定が決まったので，FFPを開きました． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

内定が決まった山田さんはこの人．．．

ではなく．． (1/2)
 

実家からみんなのために買ってきた秘密のお

菓子．

さて何でしょう？
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おぉ！！シュウクリームだ！！ (1/3)  
食べる前にいろいろと就活の話を山田さんか

ら聞きました．

 

面接のときについていろいろ話してくれ

て．． (1/3)
 食べたくて仕方ないお二人の姿ｗｗ

 

内定が決まった山田さんがカスタードを取り

ます (1/6)
 食べた後にもう少しお話をして，
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デビッドの変顔 (1/2)  みんなの足！！ o(^o^)o



大学院向け研究室見学会 May, 19, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070519/070519.html[2015/04/27 16:21:16]

大学院向け研究室見学会
May, 19, 2007

大学院向けの研究室見学会PartⅡがおこなわれ，藤田研では実験のデモなどをおこないました．

       

南５号館の暗い廊下でも場所がわかるように
大きな看板を出しました．

ビジュアルフィードバックと磁気浮上システムの
実験環境

       

協調制御の実験環境． 最初に畑中先生が藤田研の研究について
説明されました．

       

M1のみやっちがビジュアルフィードバック
について説明してくれました．

ビジュアルフィードバックのデモ．
視覚情報を基に制御をおこなっています．



大学院向け研究室見学会 May, 19, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070519/070519.html[2015/04/27 16:21:16]

       

説明に真剣に耳を傾ける学生たち． M2のガチャさんが協調制御について説明
してくれました．

       

後方のラジコンが視覚情報をもとに
リーダーに追尾するデモ．

リーダーに取り付けられた特徴点を認識して
リーダーの姿勢情報を推定します．

       

説明とデモを５回もおこないました． 皆さん，お疲れ様でした...
次回も頑張りましょう！



滑川先生の来研 May, 18, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070518/070518.html[2015/04/27 16:21:17]

滑川先生の来研
May, 18, 2007

金沢大学の滑川先生が藤田研に来研されました．

       

藤田先生とミーティングをされていました.
(藤田教授部屋にて）

フルーツがたくさんのったケーキを頂きました．
パティスリーにはオーブンで焼くお菓子以外にも

いろいろな意味があるそうです．

       

現像の机でなにか盛り上がっています．
パワポのスライドにいたずらをしているみたいです． こちらはなにやら研究の話かな？



畑中先生のお土産 May, 16, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070516/070516.html[2015/04/27 16:21:18]

飯野さんの学生室でのお話
May, 16, 2007

畑中先生は先週末実家に帰省されました．そのときにお土産を買ってきて下さいました．

       

実家の岡山からくずもちのお土産です．



飯野さんの学生室でのお話 May, 12, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070512/070512.html[2015/04/27 16:21:18]

飯野さんの学生室でのお話
May, 12, 2007

飯野さんが学生室で，飯野さんの時代の就職活動などについてのお話を伺いました．

       

私が学生のときの就職活動は今よりずっと
遅かったですよ． へぇ～，今は早いですからねぇ．．．
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Fujita Family Party

May.10, 2007

第233回FFP

5月5日は新四年生David君の誕生日でした、ちょうどゴールドウィーク中でしたので、今日学生室

で誕生日FFPが開かれました。 

今日のFFPでは、Davidは大岡山商店街の「FUJIYA」からケーキを買ってきました。って、大丈夫か

な？おなかが… 

今日はM1たちが授業でFFPに出られなかったおかけで、学生室にいるメンバーでちゃんとコーヒ机

の周りに座れた。 それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

今年２３になる、インドネシアからの留学生

のDavid君。
 

FUJIYAの鮮やかなショートケーキ（その

壱）！
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「では、今年の抱負は？」  

「今年の抱負は二つあります。一つは学会で

論文発表する事。二つめはMITに留学に行け

ること」

 

「おう！すごいね。チューターのイマンが

きっといろいろ教えてあげれるでしょう」
 イマン：「おう！任せてください！」

 

藤田先生はMITとハーバード大学が非常に近

いことを話している。
 

話ちゃんと聞いているときでも、カメラを気

にしている「現像」
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ツヨぽんも来た。  
山田：「アメリカの大学の事良く勉強し

た。」



GWお土産 May, 8, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070508/070508.html[2015/04/27 16:21:23]

GWのお土産
May, 8, 2007

ゴールデンウィークのお土産をみんなでいただきました．

       

イッシーは車で箱根まで行ってきたそうです．
お土産のきんつば．

米村さんは金沢に行ってきたそうです．
金沢のお菓子はパッケージがきれいです．

       

みやっちがお台場のお土産にルーレット
まんじゅうを買ってきてくれました．

山)これは８個中一つは青汁まんじゅうらしいです．
藤)僕はいいです...

       

みやっちが授業から帰ってきました． みんなでルーレットまんじゅうを一斉に食べました．
青汁に当たったのは！？



GWお土産 May, 8, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070508/070508.html[2015/04/27 16:21:23]

       

デイビット大当たり！
顔が引きつっています．うげっ！ これは面白い！



研究室見学会 April, 21, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070421/070421.html[2015/04/27 16:21:24]

大学院向け研究室見学会
April, 21, 2007

東工大大学院入学を希望する人向けに研究室見学会がおこなわれ，
実験室で研究室紹介をしました． 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります. 

       

研究の進め方とメイントピックの協調制御
について畑中先生が説明をされました．

この回は大勢の方が来て，意気揚々と
説明されました．

       

山田くんが藤田研での生活について
説明をしました．なぜかニヤけている 3回中ラストの回です．(1/2)
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Fujita Family Party

Apr.13, 2007

第232回FFP

今日は、社会人Doctorの東芝の飯野さんとドイツからの留学生のNicoさん、そして昨日から研究室

に配属された新4年生の歓迎FFPが 六本木ヒルズのおしゃれなインドネシア料理店「Bali Cafe

PUTRI」でおこなわれました． 

隣は朝日テレビ、目の前は東京タワーの六本木ヒルズでのFFP開催で、みんなが大喜びです。 これ

をきかけで、藤田研新年度FFPの新しい風になるでしょうか？ 

また、FFPで新4年生の呼び名も決まりました。 

それでは 今日のFFP の様子を紹介します。 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

B4生の集まりだが、

後ろの変なオヤジはだ～れ～？
 ツヨぽんもFFPに来られた！
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幹事イマンの開始の言葉を注目している。  それでは、皆さん「乾杯！！」

 

新B4の芥川君（右）と上田君（左）です。 

上田君は暗室現像好きなので、綽名が「ゲン

ゾウ」となった。

芥川君が「リュウ」という綽名が付けられ

た。

 

新B4の石野君とイマンの仲間（同じインド

ネシア出身）のDavid 君 

石野君は苗字のままで「イッシー」で、

David君は「デビット」（ベッカム？）と名

付けられた。

 

サンドラさんもインドネシア特有のお酒を選
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「Nice！ここは最高！」  
んでいる！

 

インドネシアビールと良く分からないソフト

ドリンク
 飯野さんも仕事が終わってから、来られた！

 

飯野さんが自己紹介している。飯野さんは藤

田先生の同級生だったらしい。
 「イヤー！撮らないで～！」

 

ヨネジが重役面接を通ったらしい！ 山田は残念だけと、まだエントリするところ
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（どこから～？）嬉しい～！
 

が決まってない！（どこに～？）悲しい！

 

「今日のFFPは最高だピ～！」  それでは、最後、みんな集合！



4年生 研究室初訪問 April, 12, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070412/070412.html[2015/04/27 16:21:31]

4年生の研究室初訪問
April, 12, 2007

制御システム工学科の学士論文研究の研究室配属で，新4年生の上田くん，デイビッドくん，
芥川くん，石野くんが藤田研究室に配属され，研究室に初訪問しました． 

       

僕らが本日から藤田研のメンバー
となりました．よろしく！ いっそう賑やかになった藤田研

       

上田くん．趣味は暗室で写真の現像です! デイビッドくん．趣味はダンスです！

       

芥川くん．趣味は読書と映画鑑賞です! 石野くん．趣味は旅行です！



4年生 研究室初訪問 April, 12, 2007

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2007/070412/070412.html[2015/04/27 16:21:31]

       

藤田研の生活について聞きました． 新4年生を連れて中華料理を
食べに行きました．

       

上田くんは，野球部の話をしていました． 石野くんは，どんな話をしていたのでしょう？
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Fujita Family Party

Apr.11, 2007

第231回FFP

昨日（4月10日）はレイレイの誕生日でした。そして、3月14日は山田の誕生日でした。 

全然誕生日の日が離れている二人が、藤田研史上にはない合同誕生日FFPが今日で開かれた。 

今日のFFPは二人で高級志向で、銀座の三越デパートにある「GIOTTO」っていう店からデザートを

買ってきた。 

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

今日の主役の二人、25になるレイレイと知

らない内に24になっていた山田！
 

GIOTTOから買ってきたデザート、こんな

いっぱい！



FFP 231
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「レイレイは昨日誕生日が、山田は？」  

「僕は3月14日が誕生日でした。明日からB4

から来るから、早くやらないとね... ...」

(さすが山田らしいな！)

 

藤田先生から金が載っているイチゴを貰った

二人！
 

ヨ：「じゃ、二人の今年の抱負を聞きましょ

う！」

レ：「まぁ、とりあえず、卒業できることか

な！」

ヨ：「つまらないな！」

レ：「後、休みが多く取れるように！」

 



FFP 231
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ヨ：「休みを多く取ってどこに行くの？」

レ：「まぁ、旅行に行きたいね？」

ヤ：「そういえば、レイレイはドイツに二回

も行ったのね?」

ヨ：「まさか、二回も同じの所に旅行する

じゃないよね？」

レ：「まぁ、ちょっとある人を会いに％＆

＄＃！

って、山田は？抱負は？」

 

ヤ：「あれ～！避けた！まぁ、僕は今年こそ

何かチャンスとかあるように！」

（フッフッ！どの面かな？）

 

今日のデザートにみんな満足している！  中：「これはなに？オモシレぃな～！」



飯野さん来研 April, 5, 2007
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飯野さん来研
April, 5, 2007

今年度から藤田研のドクターになった飯野さんが来研されました． 

       

左に写っている方が飯野さんです． 飯:「後ろの絵が気になりませんか？」
畑:「実は私もです．」



入学式後の模様 April, 5, 2007
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入学式後の模様
April, 5, 2007

入学式があり，新M1になった小林くん，斉藤くん，宮野くんが出席しました． 

       

僕も修士1年からやり直しかな！？ みやっちと一緒に
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