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Events 2008 年度

3月27日(金)

大掃除が行われました。

詳しくはこちらまで

3月26日(木)

南棟祭が行われました。

詳しくはこちらまで

3月26日(木)

卒業式、修了式が行われました。

詳しくはこちらまで

3月25日(水)

南棟祭の準備が行われました。

詳しくはこちらまで

3月04日(水)～3月06日(金)

SICE第9回制御部門大会が開かれました。

詳しくはこちらまで

3月02日(月)

Andreasさんのお兄さんが来研されました。

詳しくはこちらまで

2月24日(火)

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22日(日)

フットサルの大会に参加しました。

詳しくはこちらまで
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2月19日(木)

M2、B4の修論、卒論発表お疲れFFPが行われました。

詳しくはこちらまで

2月19日(木)

B4の卒業論文発表会が行われました。

詳しくはこちらまで

2月10日(火)

M2の修士論文発表会が行われました。

詳しくはこちらまで

2月4日(水)

宮野さんからおみやげをいただきました。

詳しくはこちらまで

2月3日(火)

節分なので豆まきをしました。

詳しくはこちらまで

2月2日(月)

畑中先生からお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

1月27日(火)

小林さんの誕生日FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

1月27日(火)

畑中先生からお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

1月17日(土)
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留学生の寮でのパーティーに行ってきました。

詳しくはこちらまで

1月16日(金)

新年会が行われました。

詳しくはこちらまで

12月27日(土)

藤田先生の50歳を記念して、藤田研究室OB会FFPが金沢のたがわ龍泉閣で開かれました。

12月17日(水)

藤田先生のOutstanding Paper Award受賞を記念してFFPが開かれました。

詳しくはこちらまで

12月17日(水)

年末のワックス掛けをしました。

詳しくはこちらまで

12月15日(月)

OBの山田さんがリクルーターとして来研されました。

詳しくはこちらまで

12月15日(月)

制御システム工学科で創造設計第二の第1回目の成果発表が行われました。

詳しくはこちらまで

12月10日(水)

藤田先生と畑中先生が47th IEEE Conference on Decision and Control

に参加し、藤田先生がOutstanding Paper Awardを受賞されました。

12月04日(木)

Clemensさんにいただいたワインを開けました。

詳しくはこちらまで
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12月02日(火)

SICEセミナーで藤田先生が講演されました。

11月28日(金)

SICEフォーメーション研究会で畑中先生が講演されました。

11月25日(火)

森岡君の誕生日FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

11月12日(水)

B4の中間発表が行われました。

詳しくはこちらまで

10月31日(金)

畑中先生から岡山土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

10月26日(日)

藤田先生の誕生日FFPが開かれました。

詳しくはこちらまで

10月26日(日)

オープンキャンパスの二日目が行われました。

詳しくはこちらまで

10月25日(土)

オープンキャンパスの一日目が行われました。

詳しくはこちらまで

10月24日(金)

オープンキャンパスの準備が行われました。

詳しくはこちらまで
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10月22日(水)

岩渕君の誕生日FFPか開かれました。

詳しくはこちらまで

10月17日(金)

第２回SICE制御部門 モデルベース開発(MBD) 合同オープンフォーラムにて

飯野さんがパネルディスカッションの司会をされました。

詳しくはこちらまで

10月16日(木)

Janさん、AndreasさんのWelcome FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

10月15日(水)

お土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

10月07日(火)

新しいPCがきました。

詳しくはこちらまで

10月02日(木)

Andreasさんが来日されました。

詳しくはこちらまで

9月30日(火)

畑中先生からお土産を頂きました。

詳しくはこちらまで

9月29日(月)

ClemensさんのFarewell FFPが行われました。

詳しくはこちらまで
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9月25日(木)

M2の中間発表が行われました。

詳しくはこちらまで

9月25日(木)

卒業式がありました。

詳しくはこちらまで

9月22日(月)

齋藤さんからお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

9月19日(金)

Janさんが藤田先生と初対面です。

詳しくはこちらまで

9月12日(金)

ノップさんのFarewell FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

9月07日(日)

研究室旅行に行ってきました。 【２日目】

詳しくはこちらまで

9月06日(土)

研究室旅行に行ってきました。 【１日目】

詳しくはこちらまで

9月02日(火)

ドイツから留学生のJan Eikensさんが来日されました。

詳しくはこちらまで

9月01日(月)
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新しいPCが届きました。

詳しくはこちらまで

8月25日(月)

お土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

8月06日(水)

村尾さんの博論、ノップさんの修論、伊吹君の卒論発表のお疲れFFPが行われました。

詳しくはこちらまで

8月04日(月)

小林さんから沖縄のお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

8月04日(月)

畑中先生と齋藤さんの誕生日FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

8月01日(金)

修士論文発表が行われました。

詳しくはこちらまで

7月25日(金)

大学院入試の口述試験が行われました。

詳しくはこちらまで

7月24日(木)

トーマスさんが来日されました。

詳しくはこちらまで

7月23日(水)

五十嵐さんから暑中見舞いをいただきました。
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詳しくはこちらまで

7月22日(火)

ノップさんから名古屋のお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

7月09日(水)

畑中先生からお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

7月04日(金)

サンドラさんが来日されました。

詳しくはこちらまで

7月02日(水)

村尾さんの博士論文発表が行われました。

詳しくはこちらまで

7月01日(火)

Clemensさんが沖縄のお土産を買ってきてくれました。

詳しくはこちらまで

6月30日(月)

後藤君の誕生日FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

6月18日(水)

JayさんとAdrianさんのFarewell FFPが行われました。

詳しくはこちらまで

6月18日(水)

創造設計第一のロボコンが行われました。

詳しくはこちらまで
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6月16日(月)

藤田先生と畑中先生がACC(American Control Conference)に

参加し、Best Presentationを受賞されました。

詳しくはこちらまで

6月15日(日)

フットサルの大会に参加しました。

詳しくはこちらまで

6月06日(金)

ドムを動かしてみました。

詳しくはこちらまで

6月04日(水)

B4の中間発表が行われました。

詳しくはこちらまで

6月02日(月)

研究室の電気配線の工事が行われました。

詳しくはこちらまで

6月02日(月)

ノップさんからお土産をもらいました。

詳しくはこちらまで

5月31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29日(木)

ラジコンヘリを飛ばしてみました。

詳しくはこちらまで
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5月17日(土)

京都で開催された第52回システム制御情報学会研究発表講演会に

藤田先生と畑中先生が参加され、藤田先生がチュートリアル講演で講演されました。

5月09日(金)

GWのお土産をたくさん頂きました。

詳しくはこちらまで

5月01日(木)

松石さんと伊吹君の誕生日FFPが開かれました。

詳しくはこちらまで

4月26日(土)

大学院入学希望者への第１回研究室見学会が行われました。

詳しくはこちらまで

4月25日(金)

いろいろなお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

4月18日(金)

ノップさんからタイのお土産、宮野さんから茨城のお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

4月14日(月)

今年度から来られた方の歓迎FFPが自由が丘で行われました。

詳しくはこちらまで

4月09日(月)

ドイツのStuttgart大学から留学生のClemensさんが来日しました。

詳しくはこちらまで

4月07日(月)
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いろいろお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで

4月01日(火)

いろいろお土産をいただきました。

詳しくはこちらまで
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大掃除を行いました
March, 27, 2009

年度末なので大掃除をしました。

 

年に一度の大掃除です。  
いろいろなところがものすごい事になってま

した。

 

掃除が終わったので・・・  
飲みに来ました。一仕事終えた後の

お酒は格別です。

 



大掃除をしました
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彼らは藤田研でのラスト飲みですね。

｡･ﾟ･(ﾉД`)ヽ(；Д； )ﾏﾀｺｲﾖｰ
  そんなことよりモツ鍋おいしかったです。



南棟祭が行われました
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南棟祭が行われました。

March, 26, 2009

南棟祭が行われました。

 

修了生です。   今年も藤田研はクレープをやります。。

 

【写真をクリック】(IE推奨)

クレープ職人のJanさん
 

【写真をクリック】(IE推奨)

畑中先生も挑戦。



南棟祭が行われました
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今年は種類が豊富です。  

来年度から藤田研メンバーの星くんも来まし

た。

あと、畑中先生の奥様もいらっしゃいまし

た。

 

そしてなぞのツーショット。  



卒業式、修了式が行われました
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卒業式、修了式が行われました

March, 26, 2009

卒業式、修了式が行われました。

 

お昼は藤田先生からお寿司をご馳走になりま

した。
  今年度修了の宮野さん、齊藤さんと・・・。

 

同じく修了の小林さんです。   卒業式を終えてB4の二人も揃いました。

 



卒業式、修了式が行われました
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ここで卒業、修了生からプレゼントです。   プレゼントの中身は・・・。

 

ウェッジウッドのコーヒーカップでした。   伊吹君は畠山賞をいただきました。

 

そしてこちらはシステム制御工学科の学科卒

業式です。
 

卒業生が一人ひとりスピーチしていきまし

た。



南棟祭の準備が行われました
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南棟祭の準備が行われました。

March, 25, 2009

南棟祭の準備が行われました。

 

本格的に掃除をします。   1年ぶりの大掃除です。

 

南棟祭の配置を確認中。   準備完了！！。



SICE第9回制御部門大会が開かれました
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SICE第9回制御部門大会が開かれました。

March, 4-6, 2009

SICE第9回制御部門大会が広島大学で開かれました。

 

IN 広島大学。   飯野さんも参加されました。

 

そして飯野さんの発表です。   こちらは村尾さんの発表です。

 

http://home.hiroshima-u.ac.jp/bumon09/


SICE第9回制御部門大会が開かれました
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藤田先生は司会をされました。   畑中先生の発表です。

 

そして宮野さんと→   齊藤さんの発表が行われました。



Andreasさんのお兄さんが来研されました
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Andreasさんのお兄さんが来研されました

February, 02, 2008

Andreasさんのお兄さんがドイツから来研されました。1つ上のお兄さんだそうです。

 

右がAndreasさんのお兄さん。  
Andreasさんのお母さんの手作りケーキを

頂きました。

 

Nice you meet you.   左のパンはお店で買ってきたそうです。

 



Andreasさんのお兄さんが来研されました
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兄弟でツーショット。   皆で頂きました。



3年生の研究室見学会が行われました
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3年生の研究室見学会が行われました

February, 24, 2008

3年生の研究室見学会が行われました。

 

準備万端です。   3年生が来ました。

 

直前に折れてしまった蛍光灯。

ガムテープで補修してます。
  たくさんの学生が来てくれました。

 



3年生の研究室見学会が行われました
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きっと来年度も藤田研は大人気・・・のは

ず。
 



フットサルの大会に参加しました
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フットサルの大会に参加しました

February, 22, 2009

フットサルの試合に参加しました。今回も助っ人として西崎さんに参加してもらいました。

 

横浜駅で待ち合わせ。ドイツ人は時間に几帳

面でした。
  横浜駅近くの屋上で試合をしました。

 

試合開始！動画はコチラ   初戦は辛くも勝利しました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090222/futsal_kickoff090222.wmv


フットサルの大会に参加しました
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【写真をクリック】(IE推奨)

GKの西崎さん。ボールを取り・・・
  FKの動画はコチラ

 

結局、１勝４敗でした。(´；ω；`)ﾌﾞﾜｯ  

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090222/futsal_FK090222.wmv


M2、B4の修論、卒論お疲れFFPが行われました
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Fujita Family Party

February, 19, 2009

第272回FFP

M2、B4の修論、卒論発表が終わりましたので、お疲れFFPが開かれました。場所は自由が丘の土風

炉です。

 

こんな感じのお店です。   藤田先生は遅れて来られるそうです。

 

発表お疲れ様でした。   本日は冬らしく、鳥団子鍋です。

 



M2、B4の修論、卒論お疲れFFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090219_2/090219_2.html[2015/04/27 15:14:38]

小林「宮野君、お疲れ様」   ここで藤田先生が到着されました。

 

あらためて乾杯です。   藤田先生から発表の自己採点を聞かれ・・・

 

「100点です」と森岡君。  
「あれで100点かぁ」と藤田先生。

そして一同 大★爆★笑。



M2、B4の修論、卒論お疲れFFPが行われました
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M2、B4の皆さんお疲れ様でした。  
【写真をクリック】(IE推奨)

最後は一本締めです。よ～っ！！

 

カメラの電池がなくなってしまったので集合

写真は携帯カメラからです。
 

こちらは2次会。カラオケとビリヤードに行

きました。発表お疲れ様でした。



B4の卒論発表会が行われました
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B4の卒論発表会が行われました
February, 19, 2009

B4の卒論発表会が行われました。藤田研からは後藤君、森岡君の順番で発表が行われました。

 

準備万端の後藤君。   発表も滞りなく進みました。

 

先生方との質疑応答も順調のようです。   次は森岡君の発表です。

 



B4の卒論発表会が行われました
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発表は順調。問題の質疑応答は・・・  
準備してきた甲斐があったようです。

2人ともお疲れさまでした。



M2の修論発表会が行われました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090210/090210.html[2015/04/27 15:14:43]

M2の修論発表会が行われました。

February, 10, 2009

M2の修論発表会が行われました。順番は齊藤さん、宮野さん、小林さんの順です。

 

まずは齊藤さんの発表です。   なんなくこなして行き・・・

 

この笑顔！！   次に宮野さんの発表です。

 



M2の修論発表会が行われました．
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先生方の質問にも・・・   余裕の対応です。

 

最後に小林さんの発表です。   ムービーも順調の様子。

 

無事に終えることが出来たようです。   M2の皆さんお疲れ様でした。



宮野さんからお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090204/090204.html[2015/04/27 15:14:44]

宮野さんからお土産をいただきました

February, 04, 2008

宮野さんからお土産をいただきました。就職先を見てきたそうです。

 

名古屋ならではの手羽先です。   就職先は寮がすごかったらしいです。



節分なので豆まきをしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090203/090203.html[2015/04/27 15:14:51]

節分なので豆まきをしました

February, 03, 2009

節分なので豆まきをしました。

 

とりあえずAndreasさんに節分の説明を。   よし！お前鬼にやれ。

 

俺すか？   仕方ないなぁ・・・ﾑﾌﾌ( ´_ゝ｀)(半笑)。

 



節分なので豆まきをしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090203/090203.html[2015/04/27 15:14:51]

【写真をクリック】(IE推奨)

いたずらっ子が何かを閃いたようです
  そしてノリノリの森岡君。

 

【写真をクリック】(IE推奨)

Andreasさんが豆を投げ・・・。
 

こちらは伊吹君。なにかに火が点いたようで

す。

 

Andreasさんも鬼に挑戦しちゃいました。   わ～いわ～いヽ( ﾟ∀ﾟ)人(ﾟ∀ﾟ )ﾉ



節分なので豆まきをしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090203/090203.html[2015/04/27 15:14:51]

 

きっとAndreasさんもクレイジーな文化だと

思ってるに違いありません。
  豆と一緒に恵方巻きも買ってきたので・・・

 

皆で食べます。

本当は1本丸ごとかぶりつくのだとか。
  ここからは藤田先生も参加されました。

 

今年は東北東の方向を向いて食べるのだと

か。
  食べ終わるまで話をしてはいけないだとか。



節分なので豆まきをしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090203/090203.html[2015/04/27 15:14:51]

 

もちろん豆もみんなで食べました。   事後の床。



畑中先生からお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090202/090202.html[2015/04/27 15:14:53]

畑中先生からお土産をいただきました

February, 02, 2009

畑中先生からお土産をいただきました。

 

熊本のお土産『デコポンシフォンケーキ』で

す。
  なんでも婚約に行ってきたのだとか

(●´艸｀)ﾑﾌﾌﾌ・・・

 

畑中先生おめでとうございます。
☆+:;;;;;:+☆ヾ(*´∀｀*）ノ☆+:;;;;;:+☆

 



小林さんの誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090127/090127.html[2015/04/27 15:14:57]

Fujita Family Party

January, 27, 2009

第271回FFP

小林さんの誕生日FFPが行われました。

 

1月2日に誕生日を迎えた小林さん。  

本日はスイーツフォレスト『果香』のゼリー

(左上)

と東工大近くのお店の和菓子(手前)。

 

そして自由が丘のモンブランのマカロン

と・・・。
 

10時と16時の1日2回店頭に並び、お一人様2

個までのエクレアが一個・・・。

http://www.mont-blanc.jp/


小林さんの誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090127/090127.html[2015/04/27 15:14:57]

 

年功序列で選んでいきます。

ゼリーは藤田先生が・・・。
  限定エクレアは畑中先生に取られました。

(´；ω；｀)

 

後は早い者勝ちです。   いただきます！

 

「就職先大変そうだね」と言われ・・・。   苦笑いの小林さん。



畑中先生からお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090127_1/090127_1.html[2015/04/27 15:14:59]

畑中先生からお土産をいただきました
February, 19, 2009

畑中先生からお土産をいただきました。

 

熊本土産をいただきました。   イチゴのチーズケーキと・・・

 

なにがでるかな♪なにがでるかな♪   カステラ！！

 



畑中先生からお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090127_1/090127_1.html[2015/04/27 15:14:59]

伊吹「I Love カステラ」   Jan「・・・」



留学生の寮でのパーティーに行ってきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090117/090117.html[2015/04/27 15:15:02]

留学生の寮でのパーティーに行ってきました

January, 17, 2009

岩渕君、伊吹君、森岡君でJanさんとAndreasさんが住んでいる留学生寮でのパーティーに行ってき

ました。

 

これから皆でつくります。  
何を作るかよくわかってないが言われた通り

に野菜を切るJapanese。

 

徐々に人が集まってきました。ちなみに日本人

は他にはいませんでした。
 

ハイテンションのドイツ人。彼もStuttgart大

学からの留学生らしいです。



留学生の寮でのパーティーに行ってきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090117/090117.html[2015/04/27 15:15:02]

 

主夫です。   結構な人数分の材料です。

 

出来たのがコチラ。

メキシコ料理だとがそうでないとか・・・。
  おいしくいただきました。



新年会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090116/090116.html[2015/04/27 15:15:06]

Fujita Family Party

Junuary, 16, 2009

第270回FFP

新年会が行われました。場所は大井町の月の雫です。

 

あけましておめでとうございま～す

(もう17日ですが・・・)。
 

幹事の伊吹君。ソムリエの真似だとか

∑(･∀･；ﾉ)ﾉ

 

Andreasさん、Janさん、小林さん。

小林さんの表情はデフォです。
  すでに結構酔ってます。

 



新年会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090116/090116.html[2015/04/27 15:15:06]

蟹のスパゲッティを見て・・・   伊吹君がこの表情。

 

(ﾟ∀｡)ﾜﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬﾋｬ  
そんなこんなで今年もよろしくお願いしま

す。



新年会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090116/090116.html[2015/04/27 15:15:06]

藤田先生がお仕事で遅れて来られました。

お店の前で集合写真です。



新年会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/090116/090116.html[2015/04/27 15:15:06]

 

【おまけ】2次会の写真がなかったので、3

次会の写真。
  Andreasさんもノリノリ。



藤田先生のOutstanding Paper Award受賞を記念してFFPが開かれました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081217_2/081217_2.html[2015/04/27 15:15:10]

Fujita Family Party

December, 17, 2008

第268回FFP

藤田先生のOutstanding Paper Award受賞を記念してFFPが開かれました。

この賞を日本人で受賞したのは藤田先生が初めてだそうです。

 

藤田先生が賞を受賞されたので，FFPを開い

ていただきました。
 

小林さんがスイーツフォレストで買ってきて

くれたケーキ。おいすぃそう。

 

おいすぃそう。  あんにんどうふおいすぃそう。

 



藤田先生のOutstanding Paper Award受賞を記念してFFPが開かれました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081217_2/081217_2.html[2015/04/27 15:15:10]

いち早く取りに行った後藤くん。  先生がCDCについて説明されています。

 

真剣に聞く面々。  シャッターチャンス！

 

Outstanding Paper Awardの楯。

日本人初受賞おめでとうございます。
 IEEEのお仕事お疲れ様でした



藤田先生のOutstanding Paper Award受賞を記念してFFPが開かれました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081217_2/081217_2.html[2015/04/27 15:15:10]

 

パーティーが終わって．．．。  岩渕くんがM&Mのマネをしてます



年末のワックス掛けをしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081217_1/081217_1.html[2015/04/27 15:15:16]

年末のワックス掛けをしました

December, 17, 2008

年末のワックス掛けをしました。今年は研究室のひとつ下の階の254号室の担当です。

 

デフォルトがこんな感じです。   とりあえず物をすべて外に出します。

 

よっこらせ。   物がなくなってすっきり。

 



年末のワックス掛けをしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081217_1/081217_1.html[2015/04/27 15:15:16]

ワックス掛けをして・・・   ポリッシャーをかけます。

 

ポリッシャーに苦戦する男たち。   だんだん慣れてきたAndreasさん。

 

元に戻して終了です。

お疲れ様でした。
 



OBの山田さんがリクルーターとして来研されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081215_1/081215_1.html[2015/04/27 15:15:19]

OBの山田さんがリクルーターとして来研されました

December, 15, 2008

藤田研OBの山田さんがリクルーターとして来研されました。

 

いやぁ～、お久しぶりです。  
うちも不況で大変ですよ(笑)、

と言いつつとっても笑顔の山田さん。

 

近況を聞かせていただきました。   そしてお土産もいただいちゃいました。

 



OBの山田さんがリクルーターとして来研されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081215_1/081215_1.html[2015/04/27 15:15:19]

コチラがそのお土産。【都こてまり】   またの来研をお待ちしております。



制御システム工学科で創造設計第二の第1回目の成果発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081215_2/081215_2.html[2015/04/27 15:15:22]

制御システム工学科で創造設計第二の第1回目の成果発表が行われま

した

December, 15, 2008

制御システム工学科で創造設計第二の第1回目の成果発表が行われました。

 

プラレールを制御して走らせます。   学生も試行錯誤。

 

岩渕君もTAとしてお仕事中。   畑中先生も運営お疲れ様でした。



Clemensさんにいただいたワインを開けました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081204/081204.html[2015/04/27 15:15:25]

Clemensさんにいただいたワインを開けました

December, 04, 2008

Clemensさんにいただいたワインをとうとう開けました。

 

こちらがそのワイン。研究室で3ヶ月ほど寝

かせていたので熟成しているはずです。
  アフター10の楽しみです。

 

どう？   ドイツの味がします。

 



Clemensさんにいただいたワインを開けました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081204/081204.html[2015/04/27 15:15:25]

じゃあ僕も。   宮野君もどう？。



森岡君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081125/081125.html[2015/04/27 15:15:27]

Fujita Family Party

November 25, 2008

第267回FFP

森岡君が今月、誕生日を迎えましたので、誕生日FFPが開かれました。 

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

 

主役の森岡君。不敵な笑みを浮かべていま

す。
 今回のFFPはケーキではなく･･･

 

広島のゼリーです。しかもお酒入り。  お酒がだめな人にはコチラ。



森岡君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081125/081125.html[2015/04/27 15:15:27]

 

ドイツ村のお菓子だそうです。  

今回は藤田先生の早稲田時代の後輩で、現在

はJAXAの野田さんがいらっしゃいました。

東工大で授業も行っているそうです。

 

それではいただきます。  珍しいゼリーに興味津々のJanさん。

 

はっ！！Σ(ﾟДﾟ)  遅れて畑中先生登場です。



森岡君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081125/081125.html[2015/04/27 15:15:27]

 

藤田先生の学生時代の話に花が咲き・・・  あんな事やこんな事まで(!?)聞けました。

 

今回はさらにお客様がいらっしゃいました。  
内山さんは在籍中の学生とは初対面でし

た。。

 

お酒のゼリーで顔が赤い宮野さん。  



B4の中間発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081112/081112.html[2015/04/27 15:15:28]

B4の中間発表が行われました

November, 12, 2008

B4の中間発表が行われました。藤田研からは後藤君と森岡君が発表します。

 

まずは後藤君の発表が始まりました。   順調です。

 

そして発表が終了。   先生方との質疑もなんとか。

 



B4の中間発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081112/081112.html[2015/04/27 15:15:28]

つぎに森岡君の発表です。   練習の成果が出せました。

 

発表終了。   先生方からの質問に・・・。

 

つまづきながらも何とか終了。   発表後の二人。



B4の中間発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081112/081112.html[2015/04/27 15:15:28]

 

反省会中です。  
この日は来年から藤田研のメンバーになる後

藤達彦くんもきました。



畑中先生から岡山土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081031/081031.html[2015/04/27 15:15:29]

畑中先生から岡山土産をいただきました

October, 31, 2008

畑中先生からお土産をいただきました。お土産は畑中先生のご実家の岡山土産です。

 

こちらがお土産。   早速、開けます。

 

よいしょっと   中身は何かな～♪。

 



畑中先生から岡山土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081031/081031.html[2015/04/27 15:15:29]

ここをほどいて・・・。   ｼｪｰｺﾗｰ(｀Д´)。

 

おっ！ (・∀・ )。   中身がこんにちわ。

 

間延びしたので以下略です。

ロールケーキさんでした。
  ケーキ入刀です。



畑中先生から岡山土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081031/081031.html[2015/04/27 15:15:29]

 

いただきます。   いただきました。



藤田先生の誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081026_2/081026_2.html[2015/04/27 15:15:31]

Fujita Family Party

October, 26, 2008

第266回FFP

藤田先生が今月、誕生日を迎えましたので、誕生日FFPが開かれました。 

本日のFFPは自由が丘ロール屋というモンサンクレールのオーナーシェフ辻口氏が手掛けたロール

ケーキ専門店だそうです。 

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

 

オープンキャンパスで皆さんお疲れのご様

子。
 藤田先生の奥様もいらっしゃいました。

 

http://www.jiyugaoka-rollya.jp/


藤田先生の誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081026_2/081026_2.html[2015/04/27 15:15:31]

今年は去年よりもお客さんの人数がかなり多

かったですよ、と畑中先生。
 

Andreasさん達も学園祭をエンジョイしてい

たようです。

 

そしてこちらがそのロールケーキです。

ロールケーキだけでこんなに種類がありま

す。

 Janさんもケーキには目がないようです。

 

Andreasさんも (・д・)ジーッと・・・  いただきます！！



藤田先生の誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081026_2/081026_2.html[2015/04/27 15:15:31]

 

藤田先生はオープンキャンパスで来られたい

ろいろな高校生についてお話されてました。
 



オープンキャンパスの二日目が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081026_1/081026_1.html[2015/04/27 15:15:32]

オープンキャンパスの二日目が行われました

October, 26, 2008

一日目に引き続き、オープンキャンパスの二日目が行われました。

 

二日目もたくさんのお客さんが

いらっしゃいました。
  伊吹君の生徒さんもいらっしゃいました。

 

こちらは後藤君のお母様とご親戚です。   無事、二日目も終えることが出来ました。

この後、藤田先生の誕生日FFPが開かれました。詳しくはコチラ。



オープンキャンパス1日目が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081025/081025.html[2015/04/27 15:15:33]

オープンキャンパス1日目が行われました

October, 25, 2008

オープンキャンパスと学園祭が行われました。まずは1日目です。

 

準備万端。   来客待ち。

 

お客さんがきました。   実験も好評です。

 



オープンキャンパス1日目が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081025/081025.html[2015/04/27 15:15:33]

今年はたくさんの方々がいらっしゃいまし

た。
  子供受けも良かったようです。

 

一方、制御工学科では・・・。   見学会が行われていました。

 

先生方も奮闘されていたようです。  



オープンキャンパスの準備が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081024/081024.html[2015/04/27 15:15:34]

オープンキャンパスの準備が行われました

October, 24, 2008

翌日、東工大でオープンキャンパスと学祭が行われるため、そのための準備を行いました。

 

準備中です。   着々と進んで行き・・・。

 

表の看板もバッチリ！   ポスターも作り直しました。

 



オープンキャンパスの準備が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081024/081024.html[2015/04/27 15:15:34]

どうだ！   Wiiの使い方も書きました。

 

こだわり その１。   こだわり その２。

 

リハーサルもやって準備は完璧です。  



岩渕君の誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081022/081022.html[2015/04/27 15:15:35]

Fujita Family Party

October, 22, 2008

第265回FFP

岩渕君の誕生日FFPが行われました 

今回は亀屋万年堂の羊羹と大福です。 

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

 

久しぶりの誕生日FFPです。  コチラが羊羹。

 

コチラが大福です。  それでは羊羹を・・・



岩渕君の誕生日FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081022/081022.html[2015/04/27 15:15:35]

 

オープン！  
和菓子は初めてのJanさんとAndreasさん。

まじまじと見てます。

 

切り分けます。  テンション上がってきた。

 

岩手の歴史について聞かれ・・・  考え中(；・∀・)。



第２回SICE制御部門 モデルベース開発(MBD)合同オープンフォーラム

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081017/081017.html[2015/04/27 15:15:36]

第２回SICE制御部門 モデルベース開発(MBD)合同オープンフォーラム

October, 17, 2008

第２回SICE制御部門 モデルベース開発(MBD)合同オープンフォーラムにて飯野さんがパネルディス

カッションの司会をされました。

藤田研は宮野さんと岩渕君が参加させていただきました。

 

いろいろな企業の方が参加されました。  飯野さんの司会です。



Janさん、AndreasさんのWelcome FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081016/081016.html[2015/04/27 15:15:37]

Fujita Family Party

October, 16, 2008

第264回FFP

先月、来日されたJanさんと今月来日されたAndreasさんのWelcome FFPが開催されました。

今回はアジアが初めてという二人のために｢Taj mahal」という自由が丘にあるインド料理屋で行わ

れました。

 

NAMA beerのひと。(●´∀｀●)/ﾊｰｲ  幹事の小林さんの挨拶も早々に・・・。

 

Prost！！(乾杯)。  Prost！！(乾杯)。



Janさん、AndreasさんのWelcome FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081016/081016.html[2015/04/27 15:15:37]

 

まず一品目。見た目ほど辛くない・・・は

ず。
 インド料理に初挑戦のAndreasさん。

 

コチラがメインのカレー。ちなみに

これはシーフードです。
 ナンと一緒にいただきます！！

 

辛いものがちょっと苦手な畑中先生。  
紹介が遅れましたがメインゲストの二人で

す。



Janさん、AndreasさんのWelcome FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081016/081016.html[2015/04/27 15:15:37]

 

先生方と話が盛り上がっているようです。  英語ﾜｶﾝﾈｰﾖ、の顔。

 

一方こちらは禁断の愛。  ナンパに成功しました。



Janさん、AndreasさんのWelcome FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081016/081016.html[2015/04/27 15:15:37]

最後に皆で記念写真を撮りました。Janさん、Andreasさんこれからよろしくお願いします！

 

そして一本締めで二次会へ。

二次会はコチラ。
 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081016/081016_2/081016_2.html


お土産をいただきました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081015/081015.html[2015/04/27 15:15:38]

お土産をいただきました

October, 15, 2008

宇都宮のお土産を頂きました。

 

こちらがお土産です。   さっそくオープン。

 

にこやかな小林さん。   ところで誰からもらったんですか。



新しいPCがきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081007/081007.html[2015/04/27 15:15:39]

新しいPCがきました

October, 10, 2008

実験用に新しいPCがきました。なんとDELLのCore2Quadです。

 

研究室にやってきました。   ﾑﾌﾌﾌ・・・。



Andreasさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081002/081002.html[2015/04/27 15:15:40]

ClemensさんのFarewell FFPが行われました

October, 02, 2008

新しく留学生としてAndreasさんが来日されるため、Janさん、後藤君、森岡君が成田空港まで迎え

に行ってきてくれました。

 

準備は完璧です。   さっそく成田に着きました。

 

到着時刻を確認して・・・   記念撮影。

 



Andreasさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081002/081002.html[2015/04/27 15:15:40]

なかなか来ないので・・・。   また記念撮影。

 

こんな小ネタもはさんでます。   なかなか来ないので・・・。

 

こんな感じになってます。   準備は完璧なんです。



Andreasさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/081002/081002.html[2015/04/27 15:15:40]

 

4時間遅れでやっとAndreasさん到着。

カバンが届かないトラブルに遭っていたそう

です。

  Welcome to Japan

 

昼食はやぶにて。   そばを食べました。

 

研究室で皆さんとご対面。  
先生方を交えてプチFFPが開かれました。

これからよろしくお願いします。



畑中先生からお土産を頂きました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080930/080930.html[2015/04/27 15:15:41]

畑中先生からお土産を頂きました

September, 30, 2008

畑中先生からアメリカと九州のお土産を頂きました。

 

こちらがお土産。右が九州のお土産のクッ

キーで左がアメリカのチョコレートです。
 

これがアメリカの技術力です。

動画はコチラ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080930/m_and_m.wmv


ClemensさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/080929.html[2015/04/27 15:15:47]

Fujita Family Party

September, 29, 2008

第263回FFP

Clemensさんが留学期間を終了しドイツに帰国されるため、Farewell FFPが行われました。

その前にゼミでの発表です。

 

実はFLゼミで初めての発表のClemensさん。  着々と進んで行き・・・。

 

ご清聴ありがとうございました。(o_ _ )o))ﾍﾟ

ｺﾘ
 

先生方とのディスカッションもイイ感じで

す。

 



ClemensさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/080929.html[2015/04/27 15:15:47]

そしてFFPへ。場所は武蔵小山の｢満月｣とい

う

所でClemensさんリクエストのお好み焼きで

す。

 １．焼きます。

 

２．飲みます。  ３．ひっくり返します。

 

綺麗に焼きあがりました。  
Janさんも挑戦です。

動画はコチラ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/okonomiyaki.wmv


ClemensさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/080929.html[2015/04/27 15:15:47]

 

藤田先生とClemensさんが会話中です。  ここでClemensさんへプレゼント。

 

藤田研を卒業を記念しての賞状と・・・。  色紙のプレゼントです。

 

そして研究室からもうひとつ・・・。  
すしのプレゼントです。ちなみに精巧に

できたレプリカです。



ClemensさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/080929.html[2015/04/27 15:15:47]

 

「これ食べられないの？」

って言ってるんだと思います。
 ちっちゃいビール付きです。

 

Clemensさんからもプレゼントを頂きまし

た。
 コーヒーメーカーと・・・。

 

ドイツのワインを頂きました。  ワインは2本も頂きました。



ClemensさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/080929.html[2015/04/27 15:15:47]

 

こちらは松石さんへのプレゼント。

代理で小林さんが登場です。
 最後にClemensさんから皆にご挨拶です。

 

藤田先生からClemensさんに激励の言葉が

送られました。
 



ClemensさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080929/080929.html[2015/04/27 15:15:47]

Clemensさんお疲れ様でした。またの来研をお待ちしております。



M2の中間発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080925_2/080925_2.html[2015/04/27 15:15:49]

M2の中間発表が行われました

September, 25, 2008

卒業式と同日にM2の中間発表が行われました。今回はポスターでの発表となります。

 

宮野さんの発表中です。観客が多い！   齋藤さんもバッチリです。

 

小林さんが先生方の前で発表中です。   動画も好評のようです。

 



M2の中間発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080925_2/080925_2.html[2015/04/27 15:15:49]

再び宮野さん。なにやら確認中。   傍観者の余裕です。

 

こちらは藤田先生。学生の発表を

採点されています。
  と思ったら、横に伊吹君。

 

折角なので、西崎さんも。   無事に発表を終えることができました。



卒業式がありました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080925_1/080925_1.html[2015/04/27 15:15:50]

卒業式がありました

September, 25, 2008

村尾さん、ノップさん、伊吹君の卒業式がありました。ノップさんはすでに帰国してしまったため

不在です。

 

会場に到着。   学長もいらっしゃいます。

 

伊吹君が学位記を受け取ります。   二人そろって。

 



卒業式がありました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080925_1/080925_1.html[2015/04/27 15:15:50]

村尾さんもめでたく卒業です。   こちらは伊吹君と。

 

村尾さんは冊子に載ったそうです。

満面の笑みです。
 

その日の晩はお好み焼きを食べに行く

つもりが、なぜか焼肉を食べることに。

 

カンパーイ。   あたりがでました。



齋藤さんからお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080922/080922.html[2015/04/27 15:15:51]

齋藤さんからお土産をいただきました。

September, 12, 2008

第37回制御理論シンポジウムに参加した齋藤さんから 鹿児島のお土産をいただきました。

 

こちらがお土産。霧島というところでの発表

だったそうです。
 かの有名な桜島。

 

西郷どんもいます。  
飯野さんも参加されたそうで、お二方とも発

表は好評だったそうです。

http://control.ic.is.tohoku.ac.jp/sct08/main.html


齋藤さんからお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080922/080922.html[2015/04/27 15:15:51]



Janさんが藤田先生と初対面です。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080919/080919.html[2015/04/27 15:15:52]

Janさんが藤田先生と初対面です。

September, 19, 2008

藤田先生が出張から帰ってこられましたので、Janさんが藤田先生と初対面されました。

この日はJanさん来日18日目です。

 

藤田先生とJanさんのツーショット。   藤田先生へワインのプレゼントです。



ノップさんのFarell FFP が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080912/080912.html[2015/04/27 15:15:57]

Fujita Family Party

September, 12, 2008

第262回FFP

9月で修士課程を修了されたノップさんのFarewell FFPが行われました。場所は大学の近くにある

｢三鶴｣というお店です。

ちなみに今回は藤田先生と畑中先生は出張のため不在です。

 

早速、お店に到着。  まずは幹事の宮野さんの挨拶から。

 

そして乾杯！！  乾杯！！

 



ノップさんのFarell FFP が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080912/080912.html[2015/04/27 15:15:57]

ノップさん。感慨深げです。  焼き鳥おいしかった。

 

そろそろ終盤になりましたので・・・  (｀・ω・´)ｼｬｷｰﾝ

 

ノップさんに色紙のプレゼントです。  喜んでもらえたようです。



ノップさんのFarell FFP が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080912/080912.html[2015/04/27 15:15:57]

 

もうひとつのプレゼントは・・・。  
ノップさんの大好物、お好み焼きセットで

す。

 

これでタイでもお好み焼きがたべれますね。

あとは作れるかが心配です。
 

まじまじと見るノップさん。

次に日本に来るのは半年後だそうです。

 

最後にノップさんから一言。  宮野さんにも感謝です。



ノップさんのFarell FFP が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080912/080912.html[2015/04/27 15:15:57]

最後にお店の前でパシャリ。

ノップさんご卒業おめでとうございます。



研究室旅行に行ってきました。【２日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080907/080907_1/080907_1.html[2015/04/27 15:16:00]

研究室旅行に行ってきました 【２日目】

September, 07, 2008

一夜明け、研究室旅行２日目です。今日は日本寺というお寺にいきます。

 

二日目の朝です。   宿の前に猫がいたので・・・。

 

一緒に記念撮影をしました。   二日目のドライバーは後藤君です。

 



研究室旅行に行ってきました。【２日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080907/080907_1/080907_1.html[2015/04/27 15:16:00]

早速到着。Janさんのグラサンが

やけに似合っています。
 

入ってすぐに大きな石造りの仏像がありまし

た。

 

賽銭を入れる人がいれば・・・   ものめずらしそうに写真をとる人もいます。

 

なかなかの写真が撮れました。   さらにまじまじと見るClemensさん。



研究室旅行に行ってきました。【２日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080907/080907_1/080907_1.html[2015/04/27 15:16:00]

 

甘いことで有名なMAX COFFEEを飲み・・・  
「シュガーがこれくらい入ってるよ」

というジェスチャー。

 

ここから石段をひたすら登ります。   登ります。

 

さらに登ります。   まだ登ります。



研究室旅行に行ってきました。【２日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080907/080907_1/080907_1.html[2015/04/27 15:16:00]

 

まだまだ登ります。  

まだまだまだ登ります。

ちなみにこの日は30℃超えの真夏日でし

た。

Part2へ続く

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080907/080907_2/080907_2.html


研究室旅行に行ってきました。 【１日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080906/080906_1/080906_1.html[2015/04/27 15:16:04]

研究室旅行に行ってきました。 【１日目】

September, 06, 2008

JanさんのWelcome Partyを兼ねて研究室旅行に行ってきました。行き先は千葉の内房の辺りです。

 

カメラがなかったので新しいデジカメを買い

ました。
 ためし撮りの一枚。

 

ちなみに計画はこんな感じです。  朝から大学に集合。

 



研究室旅行に行ってきました。 【１日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080906/080906_1/080906_1.html[2015/04/27 15:16:04]

ドライバーは伊吹君です。  ﾋﾞｼ!！

 

アクアラインに入りました。  みんなで写真を撮り・・・。

 

日本に来たばかりのJanさんにも喜んでもら

えたようです。
 

Janさんのカメラから。珍しかったのでしょ

うか？



研究室旅行に行ってきました。 【１日目】

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080906/080906_1/080906_1.html[2015/04/27 15:16:04]

 

まぁこんな感じです。  記念にみんなで写真を撮りました。

 

東京から車を飛ばすこと2時間弱。やっと目

的地のマザー牧場が見えてきました。
 そして到着。

Part2へ続く

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080906/080906_2/080906_2.html


ドイツから留学生のJan Eikensさんが来日しました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080902/080902.html[2015/04/27 15:16:05]

ドイツから留学生のJan Eikensさんが来日しました

September, 02, 2008

ドイツのStuttgart大学から留学生のJan Eikensさんが来日しました。Janさんは1年間、藤田研で研

究をされるそうです。

 

成田空港にて。準備は万端です。  無事、Janさんと合流できました。

 

宮野さんとも記念写真。  研究室にて。プチWelcome Partyです。

 



ドイツから留学生のJan Eikensさんが来日しました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080902/080902.html[2015/04/27 15:16:05]

Janさん、一年間よろしくお願いします。  



新しいPCが届きました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080901/080901.html[2015/04/27 15:16:06]

新しいPCが届きました

September, 01, 2008

以前、注文していたPCが届きました。藤田研の設備がどんどん充実していきます。

 

PCがなんと4台も∑(・∀・)！！

大盤振る舞いです
  設置完了であります。(￣^￣ゞ



お盆明けのお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080825/080825.html[2015/04/27 15:16:07]

お盆明けのお土産をいただきました

August, 25, 2008

お盆で帰省した岩渕君と森岡君からお土産をいただきました

 

こちらは森岡君からもみじ饅頭です。  
もみじ饅頭です。後ろは気にしてはいけませ

ん。

 

興味津々の後藤くん。   早速オープン

 



お盆明けのお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080825/080825.html[2015/04/27 15:16:07]

美味しくいただきました。  
こちらは岩渕くんから。伊達政宗といえば

・・・宮城です。

 

早速オープン  
こちらも美味しくいただきました。

写真を気にしてはいけません。



村尾さんの博論、ノップさんの修論、伊吹君の卒論発表のお疲れFFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080806/080806.html[2015/04/27 15:16:15]

Fujita Family Party

August, 06, 2008

第261回FFP

村尾さんの最後の発表と伊吹君の卒論発表が行われました。

そして先日行われた村尾さんの博論、ノップさんの修論発表と合同でのお疲れFFPが行われまし

た。

場所は渋谷の『酉十郎』というお店で、夏なのに鍋という伊吹君の奇策です。

 

発表前の伊吹君。話し相手は・・・   この姿は！！もしや・・・(； ･`д･´)

 

石野さんでした。

イベントの要所要所で登場です。
 

伊吹君の発表が始まりました。

先生方の熱い視線が向けられてます。



村尾さんの博論、ノップさんの修論、伊吹君の卒論発表のお疲れFFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080806/080806.html[2015/04/27 15:16:15]

 

無事に発表を終えることが出来ました。  
発表後の伊吹君。小林さんから

ご褒美にアイスをもらったようです。

 

その日の夜にお疲れFFPが行われました。   主役三人です。

 

さっそく、かんぱ～い。Prost!!   村尾さんから畑中さんへ



村尾さんの博論、ノップさんの修論、伊吹君の卒論発表のお疲れFFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080806/080806.html[2015/04/27 15:16:15]

 

藤田先生から岩渕君へ   村尾さんの話を熱心に聴く伊吹君

 

証明写真用   常にカメラを意識しています

 

最後の一杯は宮野さんがいただきました  
最後に一本締めです。

よ～っ、( ﾟ∀ﾟﾉﾉ"☆ﾊﾟﾝ



村尾さんの博論、ノップさんの修論、伊吹君の卒論発表のお疲れFFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080806/080806.html[2015/04/27 15:16:15]

お店の外で集合写真です。村尾さん、ノップさん、伊吹君お疲れ様でした。

二次会の様子はコチラ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080806/080806_2.html


小林さんから沖縄のお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080804_2/080804_2.html[2015/04/27 15:16:17]

小林さんから沖縄のお土産をいただきました

August, 04, 2008

鹿児島の与論島に行ってきた小林さんから沖縄のお土産をいただきました。繰り返しますが、行っ

てきたのは鹿児島です。

 

ゴーヤーかりんとう＆塩ちんすこうです。   畑中先生が試食。

 

真っ黒になって帰ってきた小林さんでした。  



畑中先生と齋藤さんの誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080804/080804.html[2015/04/27 15:16:19]

Fujita Family Party

August, 04, 2008

第260回FFP

今月、誕生日を迎えた畑中先生と齋藤さんの誕生日FFPが開かれました。

 

齋藤さんがカロリー控えめのベジタブルケー

キを買ってきてくれました。
 

中目黒にあるverita[ｳﾞｪﾘﾀ]というお店のケー

キです。かなり甘さ控えめです。

 

珍しいケーキに興味津々の一同。   みんなでいただきます。

 

http://www.veritacafe.com/


畑中先生と齋藤さんの誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080804/080804.html[2015/04/27 15:16:19]

藤田先生がゴーヤのケーキにチャレンジ

されました。
 

感想は「ぜんぜん甘くない・・・」との事で

した。

 

『My Cake』 Taken by Clemens。  
ノップさんはゴボウのケーキをいただきまし

た。ゴボウがよくわからないそうです。

 

ゴボウについて調べるノップさん。  
メニューをまじまじと見る畑中先生。

結構、多種類です



畑中先生と齋藤さんの誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080804/080804.html[2015/04/27 15:16:19]

 

すいません忘れてました(；・∀・)と遅れて

登場、宮野さん。
 

こちらは日本のお盆トークからドイツの

お盆シーズンの話題に。

 

【写真をクリック】IE推奨

ホワイトボードに

伊吹画伯 作『ピカチュウ』。

 



修士論文発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080801/080801.html[2015/04/27 15:16:21]

修士論文発表が行われました

August, 01, 2008

修士論文発表が行われ、藤田研からはノップさんが発表をしました。

 

発表前のノップさん。

見ての通り、かなりテンパってます。
  発表が始まり、順調に進んでいきます。

 

練習の成果が出せたようです。   そして先生方からの質問の時間です。

 



修士論文発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080801/080801.html[2015/04/27 15:16:21]

発表を終え、帰り道で森岡君と反省会。   見ての通り、かなり余裕の顔です。

 

ツーショットをパシャリ。ClemensさんのT

シャツが気になる・・・。
 

夕方にDavidさんが研究室に来られました。

2日後にアメリカに旅立つそうです。

 

藤田先生のお話を熱心に聞いてます。  



大学院入試の口述試験が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080725/080725.html[2015/04/27 15:16:22]

大学院入試の口述試験が行われました

July, 25, 2008

大学院入試の口述試験が行われ、藤田研からは伊吹君と後藤君が受験をしました。

 

面接を終えた後藤君。気分は上々↑↑です。   一方、伊吹君は・・・。

 

しょぼーん（´・ω・｀）。   伊吹「面接官が・・・面接官が・・・」



トーマスさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080724/080724.html[2015/04/27 15:16:29]

Fujita Family Party

July, 24, 2008

第259回FFP

金沢大学時代の藤田研究室に留学生として在籍されていたトーマスさんが来日され、FLセミナーで

講演をされました。

その後、トーマスさん達を招いてのFFPが行われました。

 

トーマスさんの講演です。現在はドイツの

DIEHLという会社でロボットを作っているそ

うです。

  あぁ( ﾟДﾟ)！！見覚えのあるものが！！

 

みんな聞き入ってます。   講演していただきありがとうございました。



トーマスさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080724/080724.html[2015/04/27 15:16:29]

 

夜はトーマスさんの歓迎FFPが開かれまし

た。

場所は大岡山の庄屋です。

 

ゲストはこちら。トーマスさんとトーマスさ

んの

彼女さんです。

 

まずは幹事の岩渕君の挨拶から。英語がかな

りたどたどしいです（ ＴДＴ）。
  みんな程よく酔ってます。

 

ドイツ人同士で熱く語り合ってます。  

【写真をクリック】(IE推奨)

こちらは店員にラーメンを頭にかけられた畑



トーマスさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080724/080724.html[2015/04/27 15:16:29]

中先生((（-'д-）

   

最後はお店の前でいつもの集合写真です。またの来研をお待ちしております。  

 

トーマスさんから富士山と京都のお土産を置

いていってくれました。
 

後日、藤田先生夫妻と御一緒に六本木ヒルズ

に行かれました。



トーマスさんが来日されました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080724/080724.html[2015/04/27 15:16:29]

 

 



五十嵐さんから暑中見舞いをいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080723/080723.html[2015/04/27 15:16:31]

五十嵐さんから暑中見舞いをいただきました

July, 23, 2008

昨年、藤田研究室の修士を卒業された五十嵐さんから暑中見舞いをいただきました。五十嵐さんあ

りがとうございます。

 

『暑中見舞』です。夏も本格的になってきま

した。
  中身はカラフル（*￣▽￣*）。

 

どれにしようかな？と迷う宮野さん。   『ターゲット・ロックオン！！』

 



五十嵐さんから暑中見舞いをいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080723/080723.html[2015/04/27 15:16:31]

満面の笑みの畑中先生。   伊吹君とノップさんも。

 

はにかむClemensさん。   心は笑顔です。

 

みんなで美味しくいただきました。   五十嵐さんありがとうございました。



ノップさんから名古屋のお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080722/080722.html[2015/04/27 15:16:32]

ノップさんから名古屋のお土産をいただきました

July, 22, 2008

ノップさんからお土産をいただきました。名古屋で就職が決定したそうです。おめでとうございま

す。

 

こちらがそのお土産。『名古屋ふらんす』   お土産開封係のひろしです。

 

中身がコチラ。金賞受賞のお菓子だそうで

す。
 

定番の意味のよくわからない写真。

二人とも笑顔が引きつってます(笑)。



畑中先生からお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080709/080709.html[2015/04/27 15:16:33]

畑中先生からお土産をいただきました

July, 09, 2008

学会で韓国と神戸に行かれた畑中先生からお土産をいただきました。

 

上が韓国みやげ、下が神戸みやげです。   包みを開けて・・・。

 

チョコレートと韓国の伝統的なお菓子でし

た。
 

写真がなかったので・・・

タイトル『空箱とひろし』。



サンドラさんが来日されました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080704/080704.html[2015/04/27 15:16:37]

サンドラさんが来日され、講演をされました

July, 04, 2008

 

レイレイさんも来ました。お変わりないよう

です。
 

【写真をクリック】

お題【ドーナッツとレイレイさん】

 

サンドラさんの講演が始まりました。   たくさんの人が見に来ました。

 



サンドラさんが来日されました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080704/080704.html[2015/04/27 15:16:37]

質問中のClemensさん。   大盛況のうちに講演会が終了しました。

 

サンドラさんからスイスのチョコレートをい

ただきました。
  食べ物といえば、やっぱりレイレイさん。

 

その後、藤田先生とサンドラさん。   こちらは松石さんとサンドラさん。

 

藤田先生の奥様も入り、集合写真です。



サンドラさんが来日されました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080704/080704.html[2015/04/27 15:16:37]



村尾さんの博士論文発表が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080702/080702.html[2015/04/27 15:16:38]

村尾さんの博士論文発表が行われました

July, 02, 2008

村尾さんの博士論文発表が行われ、無事発表を終えられました。

 

発表後の村尾さん。飯野さんと河合先生も

来られました。
 

こちらはその後。左から河合先生、藤田先生

の奥様、藤田先生、村尾さんです。



Clemensさんから沖縄のお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080701/080701.html[2015/04/27 15:16:39]

Clemensさんから沖縄のお土産をいただきました

July, 01, 2008

先日、藤田研を卒業して行ったJayさんとAdrianさんと一緒に沖縄に行ってきたClemensさんがお土

産を持ってきてくれました。

 

こちらがお土産です。   中身はお菓子になってます。

 

もう一つの中身です。  



後藤君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080630/080630.html[2015/04/27 15:16:41]

Fujita Family Party

Jun.30, 2008

第258回FFP

今月、後藤君が誕生日を迎えましたので、誕生日FFPが開催されました。

 

田園調布にあるレピドールというお店のケー

キを買ってきてくれました。
  中を開けてみると・・・。

 

美味しそうなケーキたちが！！   もう一丁！！

 

http://www.lepi-dor.co.jp/


後藤君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080630/080630.html[2015/04/27 15:16:41]

ローファットなのはどれかな？と畑中先生に

聞く藤田先生
 

きっとこれですよ。とチョコレート

ケーキを選ぶ畑中先生

 

藤「それはローファットじゃないでしょう」

畑「いや・・・普段気にしないんで・・・

(汗)」

  みんな取り終わり、いただきます！！

 

ここで名物コーナー【今日のひろし】  
今年の目標は？と聞かれた後藤君。

動画はこちら

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080630/gotoFFP.wmv


後藤君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080630/080630.html[2015/04/27 15:16:41]

 

おかわり！！と伊吹君  



JayさんとAdrianさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/080618_2.html[2015/04/27 15:16:47]

Fujita Family Party

Jun, 18, 2008

第257回FFP

8ヶ月間、藤田研に在籍していたJayさんとAdrianさんがドイツに帰国されるので、送別会としてFFP

を開かれました。

場所は自由が丘のSalir Barというお店に行きました。

 

お洒落な感じのお店です。

レイレイさんも来られました。
 幹事の小林さんの挨拶から。

 



JayさんとAdrianさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/080618_2.html[2015/04/27 15:16:47]

次に宮野さんが英語でスピーチ。  かんぱ～い。

 

遅れて米村さんも来られました。  
【写真をクリック】(IE推奨)

さぁ、盛り上がってまいりました。

 

「最近どうよ?」  
「いやぁ、アレがコレで」 

（※会話内容は推測です)



JayさんとAdrianさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/080618_2.html[2015/04/27 15:16:47]

 

【写真をクリック】(IE推奨)

研究室の皆からプレゼントです。
 

【写真をクリック】(IE推奨)

プレゼントの中身は・・・。

 

動画はこちらまで  
JayさんとAdrianさんからもプレゼントを

いただきました。動画はこちらまで

 

最後は一本締めで閉めます。

動画はこちらまで
 よ～っ、ぱん！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/farewell1.wmv
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/farewell2.wmv
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/ippon.wmv


JayさんとAdrianさんのFarewell FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080618_2/080618_2.html[2015/04/27 15:16:47]

   

Jayさん、Adrianさんお疲れ様でした。  



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/2008/080618_1/080618_1.html[2015/04/27 15:16:49]

創造設計第一のロボコンが行われました

Jun, 18, 2008

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。

 

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。
  ミーティング中。

 

スクリーンに見惚れる後藤君。   仕事をやり終えた男たちの背中です。

 



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/2008/080618_1/080618_1.html[2015/04/27 15:16:49]

開会式では学科長である藤田先生が

お話をされました。
 

大会が始まり、皆さんのおかげで円滑に試合

が行われました。

 

試合が全て終わり、ブラジルへ行く6人の

学生が選出されました。

皆さんのご健闘をお祈りします。

 



アメリカのお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080616/080616.html[2015/04/27 15:16:50]

アメリカのお土産をいただきました。

Jun, 16, 2008

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

そしてアメリカのお土産のチョコレートをいただきました。

 

アメリカンサイズです。  オープン！

 

3人で食べてたら・・・  みんな集まってきました。

 



アメリカのお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080616/080616.html[2015/04/27 15:16:50]

Jayさんも・・・  オイシイデス。



フットサルの大会に参加しました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080615/080615.html[2015/04/27 15:16:53]

フットサルの大会に参加しました。

Jun, 15, 2008

研究室のメンバーで一般のフットサルの大会に参加しました。

大会の詳細はこちらまで

 

大岡山から出発。目指すは千歳烏山です。   JayさんとAdrianさんも合流しました。

 

モスバーガーに行ったJayさんを待つ一行。  
せっかくなので記念撮影。

結局30分待ちました（￣□￣；）!!。

 

http://soccersns.jp/cup/report/532


フットサルの大会に参加しました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080615/080615.html[2015/04/27 15:16:53]

走って帰ってくるJayさん。

動画はこちらまで
 

会場に無事たどり着き、ウォームアップも

パッチリ。

 

とうとう試合が始まりました。

動画はこちらまで
  試合を半分消化し、バテバテの一同。

 

Tired その2  

結局、1勝2敗1分けで5チーム中3位に

なることができました。ちなみに2位から賞

品を

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080615/jay.wmv
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080615/futsal2.wmv


フットサルの大会に参加しました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080615/080615.html[2015/04/27 15:16:53]

もらうことできるそうです(ﾉ∀`) 。

 

参加賞で牛角の割引券をもらったので、

試合後は焼肉を食べに行きました。
 

Jayさんは用事があるとのことでここでお別

れ。

 

Adrianさんの注文を聞く小林さん。  

Adrian「What is HARAMI?」

小林「う～ん・・・」

動画はこちらまで

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080615/yakiniku.wmv


ドムを動かしてみました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080606/080606.html[2015/04/27 15:16:55]

ドムを動かしてみました
Jun, 06, 2008

研究室のオブジェになってしまっていたドムのラジコンを久しぶりに動かしてみました。

 

普段はこんな感じで棚に飾ってあります。   ではさっそく・・・

 

電池を交換中。   ちなみにこんな感じです。

 



ドムを動かしてみました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080606/080606.html[2015/04/27 15:16:55]

ついでに付属のボールも動かしてみました。   動かないなぁ・・・といつもの展開。

 

動け！！・・・と念じる後藤君。   動け！！・・・と念じる岩渕君。

念じた結果、何とか動いてくれました!!

ボールの動画はこちらまで。   ドムの動画はこちらまで。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080606/boul.mp4
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080606/dom.mp4


B4の中間発表が行われました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080604/080604.html[2015/04/27 15:16:57]

B4の中間発表が行われました。

Jun. 04, 2008

B4の中間発表が行われ、藤田研からは伊吹君が発表を行いました。

 

発表前の伊吹君。そわそわしてます。   発表が始まりました。

 

実験動画も好評です。   先生方との質疑応答も。

 



B4の中間発表が行われました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080604/080604.html[2015/04/27 15:16:57]

発表後の伊吹君。とりあえず一安心です。   伊吹「僕の発表どうだった？」

 

好評だったようです。  



研究室の電気配線の工事が行われました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080602_2/080602_2.html[2015/04/27 15:16:58]

研究室の電気配線の工事が行われました。

Jun.02, 2008

研究室の超旧式ブレーカーが工事され、新しくなりました。

 

Before

年季が入ってます。
 

『これつなぎ方間違ってるよ。いままで火事

になんなくて良かったね(笑)』と工事のおじ

さんが一言。・・・Σ（ﾟдﾟlll）

 

After

新しくなりました。
  まじまじと見つめる森岡君



ノップさんからお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080602_1/080602_1.html[2015/04/27 15:17:04]

ノップさんから名古屋のお土産をいただきました。

Jun, 02, 2008

 

”大名古屋名物 手八丁口八丁”です。   中身は八丁味噌のお菓子です。

 

【写真をクリック】

さっそく・・・
  いただき！

 



ノップさんからお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080602_1/080602_1.html[2015/04/27 15:17:04]

カメラに背を向けつつ   JayさんとAdrianさんも



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080531/080531.html[2015/04/27 15:17:06]

第２回研究室見学会が行われました。

May, 31, 2008

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。 

 

ｲｴｽ！準備完了!  こっちもオッケーで～す♪

 

宮野さんも参加してくれました

【写真をクリックすると

宮野さんが逃げていきます】

 そして、見学者の方が来研されました。



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080531/080531.html[2015/04/27 15:17:06]

 

そして、伊吹君の説明に  皆さん聞き入ってます。

 

最後に実際に実験機を触ってもらいました。  



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080529/080529.html[2015/04/27 15:17:09]

ラジコンヘリをみんなで飛ばしてみました
May, 29, 2008

研究室で眠っていたラジコンヘリをみんなで飛ばしてみました。

赤色の部分はクリックすると画像が変わります． 

 

さっそく飛ばしてみます。  齋藤さんもノリノリ！

 

だが、動かない・・・(汗)  森岡君もトライ！



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080529/080529.html[2015/04/27 15:17:09]

 

こちらは離陸しない・・・(汗)  壊れてるのかな？

 

畑中先生も１年ぶりのフライトです。  微妙に浮いた！！！

 

伊吹君もチャレンジ！、と思ったら・・・  あ・・・バラバラ



第２回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080529/080529.html[2015/04/27 15:17:09]

 

伊吹君のスーパー懺悔タイム

【写真をクリックしてね】
 

仕方ないので、このまま・・・って飛ぶわけ

ねぇwww

 

岩渕「俺まだ操縦してないのに・・・」  



GWのお土産をたくさん頂きました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080509/080509.html[2015/04/27 15:17:11]

GWのお土産をたくさん頂きました

May, 09, 2008

GWを終えて、各方面からたくさんのお土産を頂きました 

 

後藤君の秋田のお土産です。  ちなみに大きさはこれくらい

 

こちらはノップさんから沼津のお土産です。  森岡君が興味津々

 



GWのお土産をたくさん頂きました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080509/080509.html[2015/04/27 15:17:11]

何を調べているのでしょうか？  そして、畑中先生の名古屋みやげです。



松石さんと伊吹君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080501/080501.html[2015/04/27 15:17:12]

Fujita Family Party

May.01, 2008

第256回FFP

松石さんと伊吹君が４月に誕生日を迎えましたので、誕生日FFPが開かれました。 

今日のFFPは銀座のキルフェボンのケーキを買ってきてくれました。 

それでは、今日のFFPの様子を写真で紹介します。 

 

早速、みんなで頂きました！  ドイツ人留学生もこの笑顔

 

本日の主役の松石さんと伊吹君です  ケーキです（これだけ？）：撮影 森岡



松石さんと伊吹君の誕生日FFPが開かれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080501/080501.html[2015/04/27 15:17:12]

 

ケーキです（同じかよ！）：撮影 森岡  

ここからは先月来たばかりのクレメンスさん

への

質問コーナー

ノップさん： 「彼女はいますか？」

クレメンスさん：「ハハハ(笑)」

 

みんな楽しそう  



第１回研究室見学会が行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080426/080426.html[2015/04/27 15:17:13]

第１回研究室見学会が行われました。

April, 26, 2008

大学院入学希望者を対象にした第１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。 

 

畑中先生の熱弁にみんな聞き入ってます  続いて伊吹君が実験の説明です

藤田研は第２回見学会でも見学会を開催いたしますので、

大学院入学を希望する皆さんの参加をお待ちしております。



いろいろなお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080425/080425.html[2015/04/27 15:17:14]

いろいろなお土産をいただきました

April, 14, 2008

Adrianさん、小林さん、宮野さんからお土産をいただきました。 

 

こちらがAdrianさんからドイツと京都のお土

産です
 さっそくあけちゃいます

 

いえ～い（？）  続いて、小林さんの名古屋みやげと・・・

 



いろいろなお土産をいただきました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080425/080425.html[2015/04/27 15:17:14]

宮野さんの名古屋みやげと（これしか写真が

なかったです、申し訳ない・・・）
 再び宮野さんの茨城みやげです

 

就活でおつかれの宮野さん  この紋所が～！！（以下略）



ノップさんからタイのお土産をいただきました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080418/080418.html[2015/04/27 15:17:15]

ノップさんからタイのお土産を、宮野さんから茨城のお土産をいただ

きました

April, 14, 2008

ノップさんの母国タイのお土産をいただきました 

 

こちらがノップさんからのタイ土産です  後藤「いただき♪」

 

こちらは宮野さんからの茨城土産です  宮野「まぁ、どうぞどうぞ」

 



ノップさんからタイのお土産をいただきました。

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080418/080418.html[2015/04/27 15:17:15]

小林「ああ、どうもどうも」  はい！！（？）

 

小林「この直感がいいんだよね・・・うんう

ん」
 



今年度から来られた方の歓迎FFPが行われました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080414/080414.html[2015/04/27 15:17:17]

今年度から来られた方の歓迎FFPが行われました

April, 14, 2008

ドイツからの留学生のClemensさん、秘書の松石さん、新４年生の森岡君、後藤君、新Ｍ１の岩渕

君の歓迎ＦＦＰが

自由が丘で行われました 

 

新４年生の後藤君と森岡君です  かんぱ～い♪の前に写真を。

 

そしていつもの記念撮影です  
翌日に松石さんからティーサーバーをいただ

きました。 一同「ありがとうございます」 



ドイツのStuttgart大学から留学生のClemensさんが来日しました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080409/080409.html[2015/04/27 15:17:19]

ドイツのStuttgart大学から留学生のClemensさんが来日しました．

April, 9, 2008

ドイツのStuttgart大学から留学生のJayさん、Adrianさんに引き続き、Clemensさんが来日しまし

た． 

 

ノリノリのJayさんと少し緊張気味の

Clemensさん
 

小林さん「空港で使うの忘れちゃった♪」

畑中先生「 (爆笑) 」

 

これからよろしく！  



小林さんが名古屋でお土産を買ってきてくれました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080407/080407.html[2015/04/27 15:17:20]

小林さんが名古屋でお土産を買ってきてくれました

April, 7, 2008

小林さんの名古屋土産は・・・ 

 

一口ういろうです  お土産が意外と好評でご機嫌の小林さん



いろいろなお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080401/080401.html[2015/04/27 15:17:22]

いろいろなお土産をいただきました

April, 1, 2008

新年度に入り、早速お土産をいただきました 

 

卒業された五十嵐さんから北海道のお土産で

す
 こちらは小林さんから名古屋のお土産です

 

あれ！？これのお菓子どっかで見た気

が・・・
 同じく宮野さんからの名古屋土産です



いろいろなお土産

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2008/080401/080401.html[2015/04/27 15:17:22]

 

中身はエビフライ・・・  かと思ったら実はチョコパンでした
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