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Events 2009 年度

3月のお土産です.

3月27日(土)

大掃除と送別会及び野村君の歓迎会を行いました．

詳しくはこちらまで

3月26日(土)

卒業式に引き続いて南棟祭がおこなわれました．

詳しくはこちらまで

3月26日(土)

B4の伊藤君,高木君,西君の卒業式が行われました．

詳しくはこちらまで

3月24日(水)

南棟祭の事前準備でレアチーズケーキを作ってみました．

詳しくはこちらまで

3月16日(火)～3月18日(木)

SICE第10回制御部門大会が開かれました．

詳しくはこちらまで

2月28日(日)～3月5日(金)

B4の伊藤君と高木君と西君, M2の岩渕君が卒業旅行にいってきました!!

詳しくはこちらまで

3月1日(月)

河合 宏之先生が来られ，講演されました.

2月23日(火)

修論，卒論お疲れFFPが行われました.
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詳しくはこちらまで

2月22日(月)

3年生の研究室見学会が行われました.

詳しくはこちらまで

2月19日(金)

宮野さんがSICE制御部門2010年度研究奨励賞を受賞しました.

おめでとうございます☆すげぇ！！

2月18日(木)

卒業論文研究発表会が行われました.

詳しくはこちらまで

2月10日(水)

修士論文研究発表会が行われました.

詳しくはこちらまで

2月8日(火)

平田 研二先生が来られ，講演されました.

2月3日(水)

豆まきをしました.

詳しくはこちらまで

1月22日(金)

留学生のAndreasさんからNew Year's Cardをいただきました.

詳しくはこちらまで

9月から1月までのお土産です.

1月20日(水)

畑中先生のお祝いFFPを兼ねた新年会を行いました.

詳しくはこちらまで
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1月14日(木)

畑中先生のお子様が誕生しました!!

おめでとうございます!!

詳しくはこちらまで

12月21日(月)

藤田研卒業生の山田さんと石川さんからお歳暮をいただきました．

ありがとうございます!!

詳しくはこちらまで

12月21日(月)

忘年会を行いました．

詳しくはこちらまで

12月14日(月)～18日(金)

藤田先生と畑中先生が

2009 Joint 48th IEEE Conference on Decision and Control (CDC) and 28th Chinese Control Conference

に参加されました．

詳しくはこちらまで

12月11日(金)

M1後藤君とB4伊藤君の誕生日FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

12月3日(木)

藤田先生と畑中先生が

SICEセミナー「実践的な制御系設計」-予測・分散・協調の制御：環境への貢献を目指して-

で講演されました．

11月25日(水)

B4の中間発表が行われました．

詳しくはこちらまで
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11月19日(木)

B4西くんの誕生日FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

11月6日(金)～

藤田先生が2009年度計測自動制御学会四国支部学術講演会

で講演されました．

詳しくはこちらまで

10月28日(水)

RisvanのWelcome FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

10月24日(土)～25日(日)

東工大でオープンキャンパスが行われました．

詳しくはこちらまで

10月18日(日)～20日(火)

藤田先生が「International Workshop on the Impact of Control: Past, Present, and Future」に参加されまし

た．

詳しくはこちらまで

10月2日(金)～4日(日)

藤田先生が

The 12th German-Japanese Seminar Nonlinear Problems in Dynamical Systems -Theory and Applications-

に参加されました．

9月のお土産です.

9月28日(土)

藤田研の卒業生の五十嵐さんからお土産をいただきました．

詳しくはこちらまで
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9月25日(金)

新しく藤田研の留学生となるRisvanさんがインドネシアから来日しました．

詳しくはこちらまで

9月22日(火)～30日(水)

藤田先生と畑中先生が「1st IFAC Workshop on Estimation and Control of Networked System」と

「NESCOC Symposium,NETCOC Workshop」 に参加されました．

詳しくはこちらまで

9月14日(月)～16日(水)

藤田先生と畑中先生が「SICE 第38回 制御理論シンポジウム」 に参加されました．

9月11日(水)

研究室旅行に行ってきました．

詳しくはこちらまで

9月10日(水)

研究室旅行に行ってきました．

詳しくはこちらまで

9月9日(水)

畑中先生と岩渕さんの誕生日FFPが行われました．

詳しくはこちらまで

8月のお土産です.

8月26日(水)

StefanさんのFarewell FFPが開かれました．

詳しくはこちらまで

8月24日(月)

畑中先生が，沖縄で結婚式を挙げられました．

Congratulations!!!
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詳しくはこちらまで

8月21日(金)

藤田先生がICCA-SICE2009での tutorial mini-coursesに於いて講演をされました.

8月20日(木)

藤田先生，畑中先生，五十嵐さんが

計測自動制御学会論文賞を受賞されました．

詳しくはこちらまで

8月19日(水)

OBのDavidさんが来研されました.

詳しくはこちらまで

8月17日(月)

JanさんのFarewell FFPが学生室で開かれました．

詳しくはこちらまで

8月17日(月)

小野さんが来研し,講演をされました．

詳しくはこちらまで

8月10日(月)

JanさんのFarewell Partyが開かれました．

詳しくはこちらまで

8月10日(月)

岩渕さんの修士論文の中間発表会が行われました．

詳しくはこちらまで

7月のお土産です.

7月28日(火)

Prof. Hussein Jadduが来日され，講演されました．
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7月22日(水)

畑中先生が，

第1回「実践！ ロボット教育・研究フォーラム」（主催：株式会社ゼットエムピー）

で，発表をされました．

7月21日(火)

Prof. Oliver Sawodnyが来日し，講演されました．

詳しくはこちらまで

7月15日(水)

ドイツ会が開かれました．

詳しくはこちらまで

7月8日(水)～10(金)

藤田先生がMSC (Multi-conference on Systems and Control) 

に参加されました．

詳しくはこちらまで

7月4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．

詳しくはこちらまで

7月2日(木)

星くんとJanさんの誕生日FFPが行われました．

詳しくはこちらまで

6月23日(火)～26(金)

畑中先生がMED (Mediterranean Conference on Control and Automation)

に参加されました．

詳しくはこちらまで

6月10日(水)～12(金)



Events

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/event2009.html[2015/04/27 15:06:13]

藤田先生と畑中先生がACC(American Control Conference)に参加されました．

詳しくはこちらまで

5月30日(土)

大学院入学希望者への第２回研究室見学会が行われました．

詳しくはこちらまで

5月18日(月)

秘書の西山さんが藤田研に来られました．

詳しくはこちらまで

5月13日(水)

畑中先生がIEEE International Conference on Robotics and Automation

に参加されました．

5月12日(火)

松石さんと、伊吹さんの誕生日FFPが行われました．

松石さんが退職されるということで、プレゼントを送りました．

詳しくはこちらまで

4月20日(月)

AndreasさんのFarewell Partyが行われました．

詳しくはこちらまで

4月14日(火)

Stefanさん、後藤君、星君、B4のWelcome FFPが行われました．

詳しくはこちらまで

4月13日(月)

新B4が配属されました．

詳しくはこちらまで

4月09日(木)
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『初桜折しも今日はよき日なり』 by 松尾芭蕉

というわけで花見をしました． 詳しくはこちらまで

4月01日(水)

Stefanさんが来日されました．

詳しくはこちらまで
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3月のお土産

August, 2009

 

西君、伊藤君の北海道旅行のお土産です。  
畑中先生からのさつきちゃんの内祝をいた

だきました。

 

亀屋万年堂のナボナでした☆   美味しくいただました。



3月のお土産
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大掃除
March 27

学生室と藤田先生のお部屋の掃除を行いました．

■ 大掃除

 

まずは学生室の掃き掃除から.  掃除機でごみをとります.

 

続いてモップがけ.  アスベストを恐れる後藤さん
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窓もふきます.西君気をつけて！！

「オレが死んだらその金で南５を…」
 ポリッシャーニシ！！

 

棚も整理しました.  藤田先生の部屋も掃除しました.

 

新M1の野村君も手伝ってくれました.

ありがとう♪
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■ 送別会＆歓迎会

大掃除の日の夜に岩渕君、伊藤君の送別会と野村君の歓迎会を大岡山のもつ鍋屋「らく」で行いました.

 

こちらは主役の３人.  「岩渕さん、サヨウナラ」by後藤君

 

諭吉入りました.

さすがキャプテン☆
 

伊藤君、三平研でがんばって！！

また遊びにきてね.
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南棟祭

March, 26, 2010

教授方への謝恩会である南棟祭が卒業式に続いて行われました。

 

藤田研は今年もクレープを作りました♪写真

は抹茶クレープを焼いているところ。
  意外と大忙しの面々。スーツが汚れる。。

 

畑中先生の奥さんとさつきちゃんも来てくだ

さいました。
 

さつきちゃん☆生まれて間もない姿に癒され

る一同。

 



南棟祭
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次期藤田研メンバーの野村君もクレープを食

べに来てくれました．
 

南棟祭も終焉を迎えたころ、畑中先生にプレ

ゼント。しかしその中身は…
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学科卒業式
March, 26, 2010

B4の伊藤君,高木君,西君の学科卒業式が行われました.
みなさん卒業おめでとうございます！！

 

これは全体の卒業式の様子です.  学科の卒業式です.北川先生がお話しされて
いました.

 

卒業を祝い乾杯しました☆  



南棟祭事前準備
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レアチーズケーキを作ってみたの巻．

March, 16-18, 2010

南棟祭の事前準備でレアチーズケーキを作ってみました。

 

出来上がりはこんな感じ。   作ったのは伊藤君です。

 

完成品を早速試食です。  
伊藤君は三平研に異動となります．向かいの

研究室でも頑張れよ！

 



南棟祭事前準備

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100325/100325.html[2015/04/27 15:06:19]

出来はかなり良くこれなら教授方に振る舞え

そうです☆．
  ついでにワインも飲んじゃいました．



SICE第10回制御部門大会が開かれました
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SICE第10回制御部門大会が開かれました．

March, 16-18, 2010

SICE第10回制御部門大会が熊本大学で開かれました。

 

熊本大学黒髪キャンパス   まずは伊吹君の発表です．

 

本人曰くとても緊張したそうです．   続いて畑中先生の発表です．

 

http://www.mech.kumamoto-u.ac.jp/SICE/bumon10/


SICE第10回制御部門大会が開かれました
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5分発表時間が短くなるというアクシデント

もありましたが，そこはさすが畑中先生でし

た．

  最後は後藤君の発表です．

 

質問の対応を頑張っていました．  
宮野さんが研究奨励賞を受賞しました．

すげぇ！！

 

滑川先生が制御部門大会賞を受賞されまし

た．
  初日の夜は4人で飲みに行きました．



SICE第10回制御部門大会が開かれました
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2日目の夜には懇親会が開かれました．   畑中先生の同期の新銀先生です．

 

もちろん空いた時間を見つけて散策もしまし

た．

三大名城である熊本城です．

 

水前寺公園です．

(後藤)「洗足池じゃん」 (伊吹)「は！？

(笑)」
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卒業旅行 Rome

From February 28 to March 5

M2の岩渕君とB4の伊藤君,高木君,西君が4人で卒業旅行にいってきました．

場所は永遠の都ローマです. 

旅行は4泊6日でした.

♪ ローマ到着と2日目

2日目はローマ市街の中心部と南部を歩きまわりました.

 

空港からは電車でローマの市街地までいきま

した.
 

ホテルで部屋の鍵があかない！！

こんなハプニングもありました.

 

サン・ジョバンニ・インラテアーノ大聖堂.



卒業旅行

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100305/100305.html[2015/04/27 15:06:25]

非常に大きな聖堂でした.
 ローマといえばコロッセオ.

 

コロッセオでとったこれが今回の旅行唯一の

集合写真です!!(笑)
 

古代ローマ時代の公共広場であったフォロ・

ロマーノです.

 

ローマの中心に位置するヴィットリオ・エマ

ヌエーレ２世記念堂.
 

イタリア初の昼食.

サンドイッチおいしかった！！

 

真実の口です.
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たくさんの日本人がいました.
 夕食はパスタとワインで乾杯で～す♪♪

♪ 3日目と4日目

3日目はバチカン市国とその近辺,4日目は北部を観光しました.

 

バチカン市国へは地下鉄でむかいました.  バチカン博物館を見学しました.

 

今までにみたことのない高木君の笑顔!!

目的の品を見つけたようでした.
 美しすぎるサン・ピエトロ大聖堂.
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クーポラまで階段をかけあがり完全に疲れ果

てた22歳たちです.
 サンタンジェロ城と伊藤君.

 

スペイン広場の階段にて.  
4日目の朝はピザを食べました.

ピザは最高でした.

 

トレヴィの泉にきました.

ローマに戻りたいと願う２人でした.
 イタリアのマックで休憩です.



卒業旅行
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そして最後におみやげを買いにいきました.

充実した旅行でした☆
 



修論、卒論おつかれさまFFP
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February, 23, 2010

第287回FFP

修論、卒論おつかれさまFFPが自由が丘の鍋ぞうで行われました．

 

今回は席が2分されるということで、藤田先

生、畑中先生と今回の主役たち組．
 

その他組にてしゃぶしゃぶを食べまくりまし

た☆

 

自前のカメラを持ってきたようです．   熱心な会話が続いていたそうです。

 



修論、卒論おつかれさまFFP
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あー食いすぎた。。  
今年度最後のFFPはこうして幕を下ろしまし

た．お疲れ様ですm(_ _)m



3年生見学会
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3年生見学会
February, 22, 2010

3年生の研究室見学会が行われました．

 

最初の3年生のグループです．
あれ？？ひとり違う？？  学生にまじって話をきく伊吹くんです．

 

第2のグループです．熱心に畑中先生の話を
きいていました．  続いて第3のグループです．たくさんの3年生

が来てくれました．

 

そして最後のグループです．3年生の皆さん  



3年生見学会
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お疲れ様でした．



卒業論文研究発表会
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卒業論文研究発表会
February, 18, 2010

卒業論文研究発表会が行われました．

 

みんなで協力して準備です．   まずは伊藤くんです．

 

スライドが遠い…うりゃ！   続いて高木くんです．

 



卒業論文研究発表会
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ちゃんとみんなを見て話せています．   最後は西くんです．

 

頑張って質問に対応しています．  
4月から仲間になる野村くんも頑張っていま

した．



修士論文研究発表会
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修士論文研究発表会
February, 18, 2010

修士論文研究発表会が行われました．

 

準備完了しました！！   さすがはキャプテンの発表！！

 

同日に中間発表も行われました．

次期キャプテンにふさわしい発表でした！！
  たくさんの先生方が来てくださいました．

 



修士論文研究発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100210/100210.html[2015/04/27 15:06:31]

お疲れ様でした！！！   岩渕君卒業決まりました！！！



卒業論文研究発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100203/100203.html[2015/04/27 15:06:32]

節分の日
February, 03, 2010

今日は節分の日!!学生で豆まきを行いました．

 

節分豆が売り切れてたので代わりに落花生を

用意しました.
  Risvan君に節分について教えます.

 

まずは落花生をいただきました.   そして高木君が鬼役に.

 



卒業論文研究発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100203/100203.html[2015/04/27 15:06:32]

次にRisvan君も鬼役に．   おにはーそと！！！！

 

次に恵方巻きを切ります．今年の方角は西南

西です.
  伊藤君準備万端です.

 

全員で黙っていただきました.みんなの願い

は…??
  最後に片付け.なかなか大変でした.



卒業論文研究発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100203/100203.html[2015/04/27 15:06:32]

 

藤田先生も後日恵方巻きをいただきました.   おいしくいただいていました.



AndreasさんからNew Year's Cardとお菓子をいただきました.

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100122/100122.html[2015/04/27 15:06:34]

Fujita Family Party

Junuary, 22, 2009

AndreasさんからNew Year's Cardとお菓子をいただきました.

昨年の4月まで, ドイツから藤田研に留学生として来ていたAndreasさんからNew Year's Cardとお菓

子の詰め合わせをいただきました．

 

お菓子とNew Year's Cardをいただきまし

た．
 西くんもこの笑顔！

 

パンとバームクーヘンを頂きます．  伊吹くんがサクッと切り・・・

 



AndreasさんからNew Year's Cardとお菓子をいただきました.

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100122/100122.html[2015/04/27 15:06:34]

きれいな断面に．ちなみにこの切り方は間違

いだそうです(￣Д￣；；
 伊藤くんもすかさず手を伸ばす．

 

皆で美味しく頂きました．  
もちろん藤田先生も．

Andreasさん ありがとうございました！



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0909-01souvenir/10-02souvenir.html[2015/04/27 15:06:35]

9月～1月のお土産

January, 2010

 

ポルトガルのお土産です。

なぜかヴェネチア産？？
 

後藤くんから徳島のお土産です。

四国のお土産は初登場！

 

畑中先生から博多と熊本のお土産です。  
神戸のお土産です。

斬新なデザイン＋味もグッド！

 



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0909-01souvenir/10-02souvenir.html[2015/04/27 15:06:35]

09CDCが行われた上海のお土産です。

残念ながら段ボールは入っていませんでし

た。

 
伊吹くんから北海道のお土産です。

相変わらずの北海道定番土産。

 

同じく北海道のお土産。わかさいもには一切

芋は使われていないそうです。でっていう。
 



新年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100120/100120.html[2015/04/27 15:06:36]

新年会
Junuary, 20, 2009

第286回FFP

畑中先生のお祝いを兼ねた新年会が学生室で行われました．

今回は鍋を学生で作りました.

 

学生で鍋の食材を準備しました．   こちらが鍋の食材です.野菜たっぷりです.

 

畑中先生のお子様の誕生を祝して乾杯です!!   3種類の鍋を堪能しました.

 



新年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100120/100120.html[2015/04/27 15:06:36]

畑中先生の子供,さつきちゃんの話をたくさ

んしてくださいました.
  様々な話で盛り上がったところで…

 

畑中先生にケーキと   プレゼントです.その中身は??

 

かわいいタオルと   ぬいぐるみです!!



新年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100120/100120.html[2015/04/27 15:06:36]

 

さつきちゃんの0歳のバースデーケーキです.  
ケーキをおいしくいただきました.本当にお

めでとうございます!!



さつきちゃん生誕

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/100114/100114.html[2015/04/27 15:06:37]

さつきちゃん生誕
January, 14, 2010

さつきちゃん生誕

畑中先生のお子様が誕生しました！！

おめでとうございます！！！

 

いよいよご対面！！   可愛い女の子でした(＊≧▽≦）

 

気持ちよさそうに寝てます☆"  
起きたらさっそく

初ミルク♪



お歳暮

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091222/091222.html[2015/04/27 15:06:37]

Fujita Family Party

December, 22, 2009

お歳暮

藤田研卒業生の山田さんと石川さんからお歳暮をいただきました．

ありがとうございました．

 

お歳暮です   とっても美味しそうなものばかりでした．

 

みんなでいただきました．   なんと2日で空っぽに(笑)



忘年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091221/091221.html[2015/04/27 15:06:38]

忘 年 会
December, 21, 2009

第285回FFP

忘年会が三軒茶屋の薩摩国鶏で行われました．

 

こちらはこのお店自慢の鶏鍋です．   鍋にウットリの西くんです．おいしそぉー☆

 

後藤くんいい飲みっぷりです．   Risvan君も鍋を堪能しました．

 



忘年会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091221/091221.html[2015/04/27 15:06:38]

定番の雑炊でしめました．  
最後に集合写真をとりました．

今年１年お疲れ様でした!!



お歳暮

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091214/091214.html[2015/04/27 15:06:39]

48th IEEE Conference on Decision and Control

December, 14, 2009

藤田先生と畑中先生が2009 Joint 48th IEEE Conference on Decision and Control (CDC) and 28th

Chinese Control Conference

に参加されました．

 

 

 

 

 



お歳暮

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091214/091214.html[2015/04/27 15:06:39]

 



Birth Day FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091211/091211.html[2015/04/27 15:06:40]

Fujita Family Party

November, 19, 2009

第284回FFP

後藤君と伊藤君の誕生日FFPが行われました．

後藤君の誕生日は12月4日で伊藤君が12月2日でした．

 

高島屋で買ってきてくれたケーキです！！   高級なフルーツタルトです．

 

中にプリンが入っていました．   先週のSICEセミナーの話をしました．

 



Birth Day FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091211/091211.html[2015/04/27 15:06:40]

アンケートの評価の話でもちきりでした．   星君が遅れて到着です．



B4中間発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091125/091125.html[2015/04/27 15:06:41]

B4中間発表
November, 25, 2009

B4の中間発表が行われました．

 

緊張した面持ちで待っています．   伊藤くん，元気が良かった！

 

拓人くん，実に無難だったね！   西くん，難しい内容をよく頑張りました！

 



B4中間発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091125/091125.html[2015/04/27 15:06:41]

来年から新メンバーとなる野村君です．

よろしくね♪
  発表後に打ち上げ兼反省会をしました！

 

反省会という名のお好み焼きパーティ☆  
今年のボジョレーヌーボーもいただきまし

た！



Birth Day FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091119/091119.html[2015/04/27 15:06:41]

Fujita Family Party

November, 19, 2009

第283回FFP

西君の誕生日FFPが行われました．

 

西くんの彼女さんが作ってくれました！！   ちなみに誕生日は10/20でした．

 

とても美味しかったです．   畑中先生の子供の話をしました．

 



Birth Day FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091119/091119.html[2015/04/27 15:06:41]

名前を付けるのも色々大変そうでした．  



2009年度計測自動制御学会四国支部学術講演会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091106/091106.html[2015/04/27 15:06:42]

2009年度計測自動制御学会四国支部学術講演会

2009, November, from 6 to 7

藤田先生が2009年度計測自動制御学会四国支部学術講演会で講演されました．



Welcome FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091028/091028.html[2015/04/27 15:06:46]

Fujita Family Party

Octorber, 28, 2009

第282回FFP

RisvanのWelcomeFFPが行われました．

 

いざ出陣！！  
今回は目黒の銀蔵！！

高級そう...

 

幹事(後藤くん)ナイスチョイス！！   改めまして，リズバンの自己紹介(^.^)/

 



Welcome FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091028/091028.html[2015/04/27 15:06:46]

皆リズバンとの会話を楽しんでます．   料理も美味しかったです．

 

大満足で歓迎会が終わりました！！

また来ます！
高木くんはどこに？？

  最後は，集合写真！！！
畑中先生はリズバンの髭が気になるみたいです

 

二次会もやりました．   これ以上はダメです(/_ヽ)



工大祭

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091024/091024.html[2015/04/27 15:06:47]

オープンキャンパス

October, 24-25, 2009

10/24～25にかけてオープンキャンパス行われました．

 

いよいよオープンキャンパスに

向けて最終確認です！！
 

初日は例年より多く，全体で

約150人のお客さんが来られました．

 

手にとって体験していただきました．   二日目は伊吹君が発表を行いました．

 



工大祭

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091024/091024.html[2015/04/27 15:06:47]

突然豪華なケーキ登場！？   ヒロシくんからのプレゼントでした！！

 

倉林研の後藤くんも加わって皆で頂きまし

た．
 

オープンキャンパス２日目は実験ショーがあ

りました．

 

畑中先生の発表の傍ら，

伊藤君が実験の準備をしています．
  倒立二輪も倒立振子も上手く動きました．



工大祭

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091024/091024.html[2015/04/27 15:06:47]

 

最後にお客さんにも体験してもらいました．  



International Workshop on the Impact of Control: Past, Present, and Future

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/091018/091018.html[2015/04/27 15:06:50]

International Workshop on the Impact of Control: Past, Present, and Future

2009, Octorber,18-20

藤田先生がInternational Workshop on the Impact of Control: Past, Present, and Futureに参加されました．



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0909souvenir/0908souvenir.html[2015/04/27 15:06:52]

9月のお土産

August, 2009

 

畑中先生の神戸からのお土産です。  

Jayさんからのドイツのお土産です。Jayさん

は来年の４月からまた藤田研のメンバーにな

るそうです☆

 

研究室旅行で奥多摩に行った時のお土産で

す。結局自分たちでほとんどを食べるという

始末。

  後藤さんからのお土産です。



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0909souvenir/0908souvenir.html[2015/04/27 15:06:52]

 

伊藤君からのお土産です。   岩渕君からのお土産です。

 

星君からのお土産です。   星君からのお土産です。

 

西君のタイからのお土産です。   畑中先生からのお土産です。



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0909souvenir/0908souvenir.html[2015/04/27 15:06:52]

 

西君の富士山登頂記念です。  
高木君からのマグカップのお土産です。ダ

ヴィンチの受胎告知だそうです。



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090928/090928.html[2015/04/27 15:06:52]

五十嵐さんのお土産

August, 2009

藤田研の卒業生の五十嵐さんから神戸プリンのお土産をいただきました。

 

高級品の神戸プリンをこんなにも！   １箱１０個入りでした。

 

全員でいただきました。  
たまたま来ていた村尾さんもおいしくいただ

いてました。



Risvanさん来日

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090925/090925.html[2015/04/27 15:06:53]

Risvanさん来日

2009, September,25

インドネシアからRisvanさんが来日されました．

 

Risvanさんを待つ後藤くんです．   なかなかこないなぁ．

 

ついに初対面です!!   いっしょに電車にのります．

 



Risvanさん来日

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090925/090925.html[2015/04/27 15:06:53]

青葉台の寮に到着です．   Risvanさんなにやら書いてます.

 

Risvanさんなにかおみやげがあるそうです.   なんじゃこりゃぁ??

 

3人で日本食を食べにいきました.   東工大の前で撮影です.



IFAC and NESCOC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090922/090922_1.html[2015/04/27 15:06:55]

IFAC and NESCOC Part1

2009, September, from 22 to 30

藤田先生と畑中先生がベニスで24日から26日まで「1st IFAC Workshop on Estimation and Control

of Networked System」 に参加され、28日から29日まで「NESCOC Symposium,NETCOC

Workshop」に参加されました．

Part1は写真です.

 

Bullo先生の講演で藤田研の

実験が紹介されました．
 コーヒーを運ぶロボットです．

 

握手するロボットです．  Buss先生とSandra先生です．



IFAC and NESCOC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090922/090922_1.html[2015/04/27 15:06:55]

 

ご一緒にお食事をされました．  講演の様子①

 

講演の様子②  講演の様子③

 

講演の様子④  講演の様子⑤



IFAC and NESCOC

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090922/090922_1.html[2015/04/27 15:06:55]

 

講演の様子⑥  講演の様子⑦

 

Sawodny先生宅に招待されました．  娘さんお綺麗です．是非...

 

Allgower先生の講演です．  Hespanha先生の講演です．

Part2へ続く

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090922/090922_2.html


研究室旅行２日目その１

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090911/090911_1/090911_1.html[2015/04/27 15:06:57]

研究室旅行２日目その１

September, 11, 2009

研究室旅行２日目です．まずは朝散歩をし，秋川渓谷を見ました．

 

朝の散歩で神戸岩にいってきました．

今日は6時起きです．
  肝試しによさそうなトンネル．

  

岩の切れ目つたいに歩きます．



研究室旅行２日目その１

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090911/090911_1/090911_1.html[2015/04/27 15:06:57]

 

川がとてもきれいです．   おっと，星君転倒？？

  

【写真をクリック】(IE推奨)

散歩のあとはしばし休憩のあと部屋をかたします．岩渕君おきて！！

  

次にウッデイハウスをあとにし，秋川渓谷へ

そこで鍾乳洞を発見！！



研究室旅行２日目その１

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090911/090911_1/090911_1.html[2015/04/27 15:06:57]

 

ここが秋川渓谷にある大岳鍾乳洞です．  
入場料を払います．

この女の人が鍾乳洞の女王94歳です．

 

鍾乳洞の入口はめちゃめちゃせまい．  
鍾乳洞にはヘルメットが必須．

岩渕くんお似合いです．

 

鍾乳洞の中もとてもせまい．  
こんな感じの中を30分くらい歩きまわりま

した．



研究室旅行２日目その１

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090911/090911_1/090911_1.html[2015/04/27 15:06:57]

 

腰がやられる前の伊藤君．

かがんで進まないといけないのがかなりつら

い．

 
「こんなとこ観光地としてありえない」

と内心不満げの伊吹君．

Part2へ続く

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090911/090911_2/090911_2.html


研究室旅行に行ってきました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090910/090910_1/090910_1.html[2015/04/27 15:06:59]

研究室旅行に行ってきました．

September, 10, 2009

１日目出発からです．

 

岩渕くん早く来てください．   30分以上遅れたのに笑顔です．

 

早く乗れ！   天井が無駄に開くタイプの車です．

 



研究室旅行に行ってきました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090910/090910_1/090910_1.html[2015/04/27 15:06:59]

コンビ二で昼ごはんを食べる人．   吉野屋で食べる人．

 

席決めじゃんけん！！   滝マップです．

 

自然豊かです．   使われなくなった？橋．



研究室旅行に行ってきました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090910/090910_1/090910_1.html[2015/04/27 15:06:59]

 

目的地の看板．   山だな～．

 

空気がきれいです．   観光客少ないな～．

 

到着！ぜぇぜぇ．   癒されるね～．



研究室旅行に行ってきました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090910/090910_1/090910_1.html[2015/04/27 15:06:59]

 

誰か滝つぼにいけよ！   いつまで座ってるんでしょう．

 

イェ～ィ   初の集合写真です．よくできました．

Part2へ続く

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090910/090910_2/090910_2.html


誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090909/090909.html[2015/04/27 15:07:00]

Fujita Family Party

Semtember, 9, 2009

第281回FFP

畑中先生と岩渕くんの誕生日FFPが行われました．

 

畑中先生の奥さんがケーキを作ってくれまし

た．

ありがとうございます☆

 
岩渕くんはGramacy NewYorkでケーキを

買ってきてくれました．

 

楽しみで待ちきれない人たち．   ケーキご入刀です．…ん？デジャヴ？

 



誕生日FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090909/090909.html[2015/04/27 15:07:00]

いい感じに切れました．   だが倒してしまった．．．お決まりですね！

 

これがケーキの断面です．フルーツがたくさ

んあっておいしそう．
 

畑中先生，岩渕くんお誕生日おめでとうござ

います！！



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0908souvenir/0908souvenir.html[2015/04/27 15:07:01]

8月のお土産

August, 2009

 

西君、岩渕君のお土産です。それぞれ、山梨

県、岩手県からです。

また西君は中東にも行ってきたようです。

 
伊吹君のお土産です。北海道のお土産として

有名な品々です。

 

畑中先生の沖縄からのお土産です。畑中先生

のおめでたい写真はこちら
  高木君はエジプトに行ってきたみたいです。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090826/090826.html[2015/04/27 15:07:09]

Fujita Family Party

August, 26, 2009

第280回FFP

Stefanさんのfarewell Partyが開催されました．

今回はお酒が飲めないStefanさんのために会議室を借りて手巻き寿司パーティをしました．

 

皆で準備中です．  綺麗に切れました．

 

刺身はたくさんあります．  豪華なパーティーになりそうです．

 



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090826/090826.html[2015/04/27 15:07:09]

とりあえず Prost !!．  そしていただきます！

 

なかなか美味しくできました  ここでStefanさんからのプレゼントです．

 

一生懸命日本語で書きました．  
Stefanさんの地元のハレというところの

塩とチョコレートをいただきました．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090826/090826.html[2015/04/27 15:07:09]

 

畑中先生へもプレゼントです．  こちらもチョコレートだそうです．

 

そしてStefanさんへのプレゼントです．  まずはＦＦＤの授与です．

 

こちらは研究室からのプレゼントです．  中身は・・・



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090826/090826.html[2015/04/27 15:07:09]

 

和食器など・・・  おそばセットです．

 

そしてチュータの伊吹君からのプレゼントで

す．
 扇子のプレゼントでした．

 

かなり気に入ってもらえたようです．  みんなお腹いっぱい食べました．



畑中先生結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090824/090824.html[2015/04/27 15:07:16]

結婚式

August, 24, 2009

畑中先生が，真夏の沖縄で結婚式を挙げられました．

 

真夏の沖縄にやって来ました！  
式の前に観光です．

沖縄と言ったら…

 

まずは，首里城！！   そして，ちゅらうみ水族館！！

 



畑中先生結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090824/090824.html[2015/04/27 15:07:16]

観光を満喫してます♪   夜は居酒屋？？

 

タコ  
結婚式のムードが出てきました！

後ろにはタキシードが！

 

２日目は，沖縄料理↑   いよいよ結婚式！！



畑中先生結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090824/090824.html[2015/04/27 15:07:16]

 

砂浜で記念写真．   はいっポーズ！

 

☆純白の教会で結婚式☆   ケーキ入刀！！！

 



畑中先生結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090824/090824.html[2015/04/27 15:07:16]

あーん   あ～ん

 

神父さんとの３ショット   披露宴の様子です！

 

フィナーレ！！   以上でーす(^.^)/~~~

本当におめでとうございます☆



畑中先生結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090824/090824.html[2015/04/27 15:07:16]



2009年度 計測自動制御学会論文賞受賞

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090820/090820.html[2015/04/27 15:07:17]

2009年度 計測自動制御学会論文賞受賞

August, 19, 2009

藤田先生，畑中先生，五十嵐さんが計測自動制御学会論文賞を受賞されました． 

 

記念撮影です！  

 

 



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090819/090819.html[2015/04/27 15:07:19]

Davidさんが来研されました.

August, 19, 2009

OBのDavidさんが来研されました。

 

デビットさん爽やかに登場！！   久しぶりの再会です．

 

お土産があるそうです．   色々なチョコを頂きました．

 



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090819/090819.html[2015/04/27 15:07:19]

お昼は豪華にお寿司！！   また来てください(^.^)/~~~



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090817-2/090817_2.html[2015/04/27 15:07:21]

Fujita Family Party

August, 17, 2009

第279回FFP

Janさんの帰国前最後の研究室ということで、Janさんの手料理Farewell Partyが開かれました．

場所は学生室で行いました．

 

なにやら調理中のJanさん．  まだまだお預けです．

 

待ちきれない人たち．  
JanさんのJunior High Schoolからのお友達も

来研されました．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090817-2/090817_2.html[2015/04/27 15:07:21]

 

とうとう出来上がったようです．  Gulaschというフランス料理だそうです．

 

いただきま～す！！  続いて、デザートのMilchreisです

 

鍋いっぱいにあります．  すりりんごをのせて召し上がれ！



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090817-2/090817_2.html[2015/04/27 15:07:21]

 

伊吹君が美味しそうに食べています．  これはStefanさんの大好物だそうです．

 

なにやら渋い表情の岩渕さん．  大好物のMilchreisを食べてこの笑顔．

 

岩渕君が留学生寮のFarewell Partyに行って

来ました．
 Janさんの見送りに行って来ました．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090817-2/090817_2.html[2015/04/27 15:07:21]

 

いつか藤田研に遊びに来てください♪  



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090817-1/090817_1.html[2015/04/27 15:07:22]

制御セミナー
August, 17, 2009

マサチューセッツ工科大学の小野雅裕さんが来研され、講演をされました。

小野雅裕さんは東京大学工学部を卒業後、マサチューセッツ工科大学(MIT)に留学し、昨年に修士課

程を修了し、 現在は同博士課程に在学中です。

 

こちらがセミナーの様子です。  
みなさん熱心に小野さんの話を聞いていま

す。

 

質問もたくさんありました。  ホワイトボードも使った説明です。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090810_2/090810_2.html[2015/04/27 15:07:24]

Fujita Family Party

August, 10, 2009

第278回FFP

Janさんが帰国されるのでFarewell Partyが開かれました。

場所は自由が丘の土風炉というお店です。

 

藤田研恒例の卒業証書授与。  がっちりと握手。おめでとうございます！

 

続いて色紙のプレゼント。  
学生からのプレゼントは作務衣と風鈴、写真

立てでした。

 



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090810_2/090810_2.html[2015/04/27 15:07:24]

Janさんのチューターである岩渕さんからの

まさかのプレゼント！。
 Janさんからの送り物は白ワインと…

 

赤ワインでした。  写真立てには全員の集合写真が。

  

【写真をクリック】(IE推奨)



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090810_2/090810_2.html[2015/04/27 15:07:24]

さっそく作務衣を着てみます。

 

岩渕さんのプレゼントは…  食器でした！

 

そのあとは楽しくおしゃべり。  
幹事の西君です。実はカメラを忘れてダッ

シュで取りに戻りました。

 

Janさんにも楽しんでいただけたようです。  最後は一本締めで。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090810_2/090810_2.html[2015/04/27 15:07:24]

Janさん、短い間でしたがお世話になりました！！



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090810/090810.html[2015/04/27 15:07:25]

M2の中間発表会

August, 10, 2009

岩渕さんの修士論文の中間発表会が開かれました。

 

岩渕さんが先生方の前で発表中です.   練習の成果が出せたのでしょうか？

 

これが現在までの研究成果です.(ｷﾘｯ   一山超えて安堵の表情.

 



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090810/090810.html[2015/04/27 15:07:25]

制御の学生全員が発表を行いました.  



M2の中間発表会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/0907souvenir/0907souvenir.html[2015/04/27 15:07:25]

7月のお土産

September, 2009

 

 

 

 



第1回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090721/090721.html[2015/04/27 15:07:26]

第1回システム制御セミナー

July, 21, 2009

Prof. Oliver Sawodnyが来日し，

Direct Computational Methods of Optimal Control Problems の題目で講演されました． 

 

藤田先生とドイツ人留学生との久しぶりの再

会です.
 Sawodny先生の講演が始まりました.

 

多くの方が見に来られました.  
ドイツの研究室では本物のクレーン車で実験

をしているそうです.



桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090715/090715.html[2015/04/27 15:07:28]

 ドイツ会

April, 09, 2009

第277回FFP

ドイツから留学生が来ているので，ドイツの文化を学ぼう！！

ということで，ドイツ会が開かれました．

 

電車が止まるハプニングがありながらも

無事到着しました．
  樽でドイツビールが到着！！

 

本格的なドイツビールです！  



桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090715/090715.html[2015/04/27 15:07:28]

 

これぞ，○○くん流「黄金比」！！！   陰ながら存在してた，アイスバイン．

 

コーラ漬．   田舎風？煮込み．

 

自転車のStefanがようやく到着．  



桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090715/090715.html[2015/04/27 15:07:28]

 

ガンガン飲んでますっ！   ドイツ語を教えてもらってます．

 

畑中先生と岩渕さんも到着して，，，   最後は全員で，記念撮影！！



MSC (Multi-conference on Systems and Control)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090708/090708.html[2015/04/27 15:07:29]

M S C

(Multi-conference on Systems and Control)

July, 8-10, 2009

藤田先生がMSC (Multi-conference on Systems and Control) に参加されました。

 

 

 

 



MSC (Multi-conference on Systems and Control)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090708/090708.html[2015/04/27 15:07:29]

 

 

 

 

 

 



MSC (Multi-conference on Systems and Control)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090708/090708.html[2015/04/27 15:07:29]

 

 



創造設計第一のロボコンが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090704/090704.html[2015/04/27 15:07:30]

創造設計第一のロボコンが行われました

July, 04, 2009

創造設計第一のロボコンが行われ、藤田研はトーナメント表をつくるお手伝いをしました。

 

今から向かいます．  
トーナメントを貼り付けてます。

昨日頑張って印刷しました。

 

完成しました！   アジ○ンでお昼休憩...

 



創造設計第一のロボコンが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090704/090704.html[2015/04/27 15:07:30]

大会は無事進行しました．   仕事をやり終えた男たちの背中です．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090702/090702.html[2015/04/27 15:07:31]

Fujita Family Party

July, 02, 2009

第276回FFP

星くんとJanさんが先月誕生日だったので、誕生日FFPが開催されました。

 

星くんが持ってきてくれました♪  
星くんに聞いてもどこのケーキか不明でした

(笑)

 

Janさんはその場で，調理してくれました．   フライ返し上手かった！！！

 



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090702/090702.html[2015/04/27 15:07:31]

調理してる間に，星さんのケーキ入刀！   Janさんの方も焼きあがりました！

 

ドイツ流の食べ方があるそうです．   出来たてを頂きました↑↑

 

今日の主役の星くんと，  
Janさんです．

Stefanはカメラ目線☆彡



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090702/090702.html[2015/04/27 15:07:31]

 

洗面器いっぱいのケーキを食べて

皆お腹いっぱいでした．
  倉林研の後藤くんも来ました．



ACC (America Control Conference)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090623/090623.html[2015/04/27 15:07:33]

M E D

(Mediterranean Conference on Control and Automation)

Jun, 10, 2009

畑中先生がMED (Mediterranean Conference on Control and Automation) に参加されました。

 

 

 

 

 



ACC (America Control Conference)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090623/090623.html[2015/04/27 15:07:33]

 

 

 

 

 



ACC (America Control Conference)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090623/090623.html[2015/04/27 15:07:33]

 

 



ACC (America Control Conference)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090610/090610.html[2015/04/27 15:07:34]

ACC (America Control Conference)

Jun, 10, 2009

藤田先生と畑中先生がACC(America Control Conference)に参加されました。

 

 

 

 

 



ACC (America Control Conference)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090610/090610.html[2015/04/27 15:07:34]

 

 

 



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090530/090530.html[2015/04/27 15:07:35]

第２回研究室見学会が行われました。

May, 30, 2009

大学院入学希望者を対象にした第２回研究室見学会が行われ、たくさんの方が見学に来てくれまし

た。 

 

関西からも来ました!！  なんと!!女性も♪

 

見学会が始まりました。  畑中先生の話に聞き入っています！

 



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090530/090530.html[2015/04/27 15:07:35]

マシンの説明中です。。。  実際に動かしてもらいました！！



西山さんが来研されました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090518/090518.html[2015/04/27 15:07:36]

秘書の西山さんが来研されました。
May, 18, 2009

西山さんが、新しい秘書として藤田研に来られました。

 

秘書の西山さんです。   これから宜しくお願いします。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090512/090512.html[2015/04/27 15:07:38]

Fujita Family Party

May, 12, 2009

第275回FFP

松石さんと伊吹さんが先月誕生日だったので、誕生日FFPが開催されました。

今週で、松石さんが退職されるということで、プレゼントの交換をしました。

 

松石さんの手作りケーキです。  
女子高生の手作りケーキです。(左)

伊吹さんの手作りケーキです。(右)

 

飲み物は皆まわりましたか？   いよいよケーキ入刀です。

 



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090512/090512.html[2015/04/27 15:07:38]

みんなケーキに夢中です。   主役の二人と、藤田先生の３ショット！！

 

Stefanさんは抹茶チーズケーキがお気に入

り。

さすが日本好き！？

  藤田先生からのプレゼントです。

 

みんなで書いた色紙です。   学生からのプレゼントはワインでした。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090420/090420.html[2015/04/27 15:07:47]

Fujita Family Party

April, 20, 2009

第274回FFP

Andreasさんが今月帰国されるのでFarewell Partyが開かれました。

場所は渋谷にあるはすたかんというお好み焼きのお店です。

 

主役のAndreasさんです。  旧後藤くんも来ました。

 

ダブル後藤のツーショット。  お店の前にてエレベータ待ち。

 



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090420/090420.html[2015/04/27 15:07:47]

お店の中にて。  無理に日本語のメニューを見るStefanさん。

 

乾杯前に飲み始めるStefanさん。  そしてこの顔。

 

鉄板焼きを食べる一同。  お好み焼きをつくるJanさん。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090420/090420.html[2015/04/27 15:07:47]

 

【写真をクリック】(IE推奨)

Andreasさんも・・・
 ここでAndreasさんへプレゼント

 

色紙と・・・  漆器のプレゼントです。

 

そしてAndreasさんから藤田先生にもプレゼ

ントです。
 中身はワインでした。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090420/090420.html[2015/04/27 15:07:47]

 

畑中先生へもAndreasさんからプレゼント。  Andreasさんから最後のご挨拶です。

 

最後にもんじゃ焼きを頂きました。  Andreasさんの顔がマジです。

 

お腹一杯いただきました。  



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090420/090420.html[2015/04/27 15:07:47]

最後にお店の前で記念撮影。Andreasさんお疲れ様でした。

二次会以降はこちらまで

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090420_2/090420_2.html


http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090414/090414.html[2015/04/27 15:07:53]

Fujita Family Party

April, 09, 2009

第273回FFP

今月、Stefanさん、後藤君、星君、B4の6人が新しく藤田研究室に配属されましたため、Welcome

FFPが開催されました。

場所は自由が丘の月の雫です。

 

お店は自由が丘店です。

※先日行ったのは大井町店です。
  新しく配属されたM1後藤君と星君です。

 

同じくStefanさんと伊藤君。   そして西君と美男裸(旧名：タクト)です。



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090414/090414.html[2015/04/27 15:07:53]

 

社会人博士課程の飯野さんも

いらっしゃいました。
  ドイツ人のお酒の飲み方。

 

日本人のお酒の飲み方 その1。   日本人のお酒の飲み方 その2。

 

久しぶりに幹事をやった岩渕君。

もう一杯一杯です＞＜。
 

飲み会中でも日本語の勉強に熱心な

Stefanさん。
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配属されたばかりのB4は藤田先生の前

で緊張気味？
  最後はいつも通り一本締めで閉めます。

お店の前で記念撮影。たくさんの方が藤田研に来てくれました。

これからよろしくお願いします！



Stefanさんが来研しました
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新B4が来研しました。
April, 13, 2009

新B4の配属が決まり、藤田研に来研しました。今年も無事３人配属されました。

 

こちらが配属が決まった３人。  
左から西君、伊藤君、高木君です。

これから(*≧∀≦)ﾉﾖﾛｼｸｯ☆ﾞ



桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました
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桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました
April, 09, 2009

桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました。大学から徒歩10分ほどにある洗足池公園でみんなで

桜を眺めながらお酒を飲みました。

そして先日畑中先生が入籍されたのでみんなでお祝いをしました。

※諸事情により畑中先生の奥様の写真は掲載しておりません。ご了承ください。

 

洗足池公園に来ました。だいぶ桜が

散ってます。
  意外と簡単に場所取りが出来ました。

 

早速、宴会です。   くつろぐAndreasさん。



桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました
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畑中先生と畑中婦人が来られました。   学生から畑中夫妻に花束のプレゼントです。

 

そしてもうひとつ。こちらは・・・。   「祝・結婚」のケーキです。

 

畑中先生の奥様にも喜んでいただけたようで

す。
 

だいたいこんな感じです。

星「なんじゃそりゃ」



桜が綺麗だったのでみんなで花見をしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2009/090409/090409.html[2015/04/27 15:08:00]

 

気づけば日も暮れてます。  
他の花見客に紛れ込むStefanさん。

※真ん中あたりにいるボーダーです

 

もちろん花を見ていた人は皆無でした。  



Stefanさんが来研しました
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Stefanさんが来研しました
April, 01, 2009

Stefanさんが来研しました。Stefanさんは先月まで北海道でインターンをしていたそうです

 

Stefanさんを寮に連れて行って・・・。   渋谷に寄りつつ・・・。

 

研究室に着きました。   日本語の勉強に熱心なStefanさん。

 



Stefanさんが来研しました
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これからよろしくお願いします。  
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