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Events 2010 年度
(詳細は画像をクリック）

■ 学会・受賞

3月 3日  
 
ISCIEに論文が採録されました．           
 

2月 25日  
 
IFACに論文が採録されました．           
 

2月 25日  
 
SICE JCMSIに論文が採録されました．           
 

2月23日  

伊吹君が計測自動制御学会から学術奨励賞研究奨励賞
を受賞しました．
                                            

2月1日  

藤田先生がAutomatica からOutstanding Service
Awardを受賞しました．
本賞はassociate editor を長年務めた方の中で, 選
ばれた方に送られるものです．               
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12月 15日～17日  
49th IEEE Conference on Decision and Control
                                                                                  

畑中先生と伊吹君がアメリカで開かれるCDCで
発表されました．

12月 14日  
 
藤田先生が2011 IEEE Control Systems Society Vice-Presidentに任命されまし
た．           
 

12月 10日  
Robotics Seminar at University of Texas at Dallas
藤田先生がDallasにあるUniversity of Texasにおいて講演をされました．           
一足先に出発された畑中先生より写真が届きました. 詳しくはこちら

11月 30日  
第3回運営委員会

畑中先生がエネルギー・環境システム制御技術
調査研究会 第3回運営委員会に参加されまし
た．           

11月 11日  
IEEE Control Systems Society Outreach Workshop

藤田先生がIEEE Control Systems Society
Outreach WorkshopとIEEE CSS Excomに参加さ
れました．           

http://www.ieeecss.org/CAB/conferences/cdc2010/index.php
http://ecs.utdallas.edu/newsandevents/roboticslecture-12-10-10.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/calendar/2010/Irvine-workshop.pdf
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11月 4～ 6日  
「第53回 自動制御連合講演会」

畑中先生が第53回 自動制御連合講演会に参加
されて，発表されました．           

10月 2日  
JST-CRDS第4回制御システム分科会

藤田先生と畑中先生がJST-CRDS第4回制御シス
テム分科会に参加しました．    

 

9月27～29日  
「SICE 第39回 制御理論シンポジウム」

畑中先生がSICE第39回制御理論シンポジウム
に参加されて，発表されました．   

詳しくはこちら

9月8～10日  
2010 IEEE Multi-Conference on Systems and
Control
藤田研メンバー全員が 2010 IEEE Multi-
Conference on Systems and Control に
参加しました．    

藤田先生が General Chair として表彰されまし
た．

詳しくはこちら

http://www.mech.kochi-tech.ac.jp/rengo53/
http://www.mech.kochi-tech.ac.jp/rengo53/
http://www.mech.kochi-tech.ac.jp/rengo53/
http://www.mech.kochi-tech.ac.jp/rengo53/
http://www.mech.kochi-tech.ac.jp/rengo53/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://control.haya.nuem.nagoya-u.ac.jp/sct10/
http://www.mei.titech.ac.jp/msc10/
http://www.mei.titech.ac.jp/msc10/
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8月23日  
Vortrag im Kolloquium Technische Kybernetik
藤田先生が Universitat Stuttgart において講演を
されました．                        

 

8月20日  

藤田先生がSICEから教育貢献賞を受賞しました．
                                            

8月20日         
藤田先生が国際会議'International Roundtable
on Synergies and 
Advantages through Education and



Events

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/event2010.html[2016/09/26 17:25:38]

Competition in Sciences 
に参加をされ，以下の発表をされました．
M. Fujita,「 Optimal, Robust, or
Synergetic? 」
International Roundtable on Synergies and
Advantages through 
Education and Competition in Sciences,
Germany, 20th, Aug., 2010

6月30日～7月 2日  
2010 American Control Conference
藤田先生と畑中先生が 2010 American Control
Conference に参加されました．   

詳しくはこちら

6月24日
CCDC in Santa Barbara  
畑中先生が、California 大学 Santa Barbara 校に
おいてセミナーに参加され、発表
されました．
詳しくはこちら

■ 行事

3月   2月
     
3月28日  3月28日  2月17日

  

http://www.a2c2.org/conferences/acc2010/
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修士課程修了式  学部卒業式  卒業論文発表会

2月  1月  12月
     
2月10日  1月17日  12月15日

  

修士論文発表会  創造設計第二  学科大掃除

11月  10月  9月
     
11月24日  10月23日～24日  9月27日

  

B4の中間発表  オープンキャンパス  伊吹君の卒業式

9月  8月  
     
9月24日  8月27日  8月 9日
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第4回システム制御セミナー  第3回システム制御セミナー  後藤君と星君の
修士論文研究中間発表会

8月   
     
8月 6日  8月 4日  8月 3日

  

Risvan君の学士論文発表・修了式  伊吹君の修士論文発表  第2回システム制御セミナー

7月    5月
     
7月17日  7月12日  5月29日

  

創造設計第一  第1回システム制御セミナー  第2回専攻説明会

4月   
     
4月24日  4月12日  4月 1日
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第1回専攻説明会  B4の配属  Jay Wagenpfeil 君が来日

■ イベント

3月   
     
3月29日   

  

大掃除   

3月   
     
3月28日  3月28日  3月11日

  

送別会  寿司パーティ  Reginaさんの恩返しFFP

3月  2月  
     
3月4日  2月21日  2月21日
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高木君誕生日
＆伊吹君受賞記念FFP  修論・卒論おつかれFFP  B3の研究室見学

2月  1月  
     
2月19日  1月20日  1月14日

  

米村さんの結婚式  研究室訪問  2011年新年会

1月   
     
1月13日  1月7日  1月1日

  

後藤君＆Gunter君誕生日FFP  野田先生とのお話  初詣

12月   
     
12月22日  12月22日  12月21日
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忘年会FFP  JAXAツアー  意外なお客様

12月  11月  10月
     
12月3日  11月25日  10月29日

  

新しい机  卒論中間発表おつかれFFP  Adrian君歓迎FFP

10月   
     
10月28日  10月12日  10月 5日

  

Eppu君誕生日FFP  Eppu君，Gunter君，Reginaさん
＆和佐君 WelcomeFFP  Reginaさん来日！

10月   9月
     
10月 5日  10月 1日  9月30日
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野田さんとの談話  和佐君来研！  Stuttgart学長来訪

9月   
     
9月29日  9月24日  9月22日

  

Gunter君来日！  MSC打ち上げ＆Thomas先生
歓迎FFP  岡崎君誕生日FFP

9月   8月
     
9月21日  9月14日  8月31日

  

Eppu君歓迎会  Eppu君来日！  野村君＆畑中先生誕生日FFP

8月  7月   
     
8月 9日  7月15日  7月 7日
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Risvan君Farewell
＆呂先生WelcomeFFP  Jay君，Risvan君＆花井君誕生

日FFP  就活おつかれFFP

6月  4月  
     
6月23日  4月30日  4月12日

  

星君誕生日FFP  伊吹君＆須永君誕生日FFP  B4歓迎会

■ ドイツ紀行

9月～12月  

ドイツのStuttgart大学に留学していた西君の報
告です．                            

■ お土産

3月分  2月分  1月分

  

http://blog.livedoor.jp/gastttt3678-deutschland/
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12月分  11月分  10月分

  

9月分  8月分  7月分

  

6月分  5月分  4月分

  



49th IEEE Conference on Decision and Control
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49th IEEE Conference on Decision and Control

December, 15-17, 2010

畑中先生と伊吹君が49th IEEE Conference on Decision and Controlで発表しました．

 

CDC発表の順番が来ました．
まず伊吹君の発表です．  続いて畑中先生の発表です．

 

聴衆の人も興味深く聞いています．  世界中の研究者が注目しています．



畑中先生がアメリカに出張中です．
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畑中先生，アメリカにて
December, 7-, 2010

畑中先生がアメリカに出張中です．

 

mario sznaier研（northeastern大学）のヘリ  mario sznaier研の方々

 

有名なCSAILのビル(MIT)  

MITにて．左から畑中先生，
以前東工大に来られた小野さん

(How研ではない方です)，
J How研の方々

 



畑中先生がアメリカに出張中です．
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ボストン大学のCassandras研の実験  Cassandras研の方々

 

藤田先生と合流されたようです．
アトランタにて

奈良先端科学技術大学の小木曽先生と
 一緒にOSをするPatricio Velaさんです．

(左から3番目の方)

 

小木曽先生のジョージアテックの部屋にて．  
Jeff Shamma先生に講義をしてもらいまし

た．
非常にためになる内容だったそうです．



畑中先生がアメリカに出張中です．
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Jeff Shamma先生とともに．  

 

CDC発表の順番が来ました．
まず伊吹君の発表です．  続いて畑中先生の発表です．

 

聴衆の人も興味深く聞いています．  世界中の研究者が注目しています．



第3回運営委員会
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第3回運営委員会
November, 30, 2010

第3回運営委員会が開催され, 畑中先生が参加されました．

 

 

 

「エネルギー・環境システム制御のトピック
ス」

内田 健康先生(早稲田大学)
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「省エネルギー化を目指した蒸留プロセスの
最適合成と多重定常状態解析」

加納 学先生(京都大学)
 

「自動車室内温度環境と乗員体温分布の動的
なモデリング」

渡邊 亮先生(早稲田大学)



IEEE CSS Excom
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IEEE CSS Excom

November, 11, 2010

Excomの時の写真です.

 

 



第53回 自動制御連合講演会
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第53回 自動制御連合講演会
November, 4-6, 2010

第53回 自動制御連合講演会が開催され,
畑中先生が参加され，発表されました．

 

藤田研ＯＢで慶応の准教授かつこの研究会の
主査の滑川先生です．  OS「環境・エネルギーのためのシステム制

御」の一幕．

 

 



JST-CRDS第4回制御システム分科会
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JST-CRDS第4回制御システム分科会
October, 2, 2010

JST/CTDS制御システム分科会との合同ワークショップ『環境・エネルギーシステムにおける制御
の課題とアプローチ』が開催され,

藤田先生と畑中先生が参加されました．

 

名立たる制御の先生方  
「電力需要予測と電力ネットワークの

分散予測制御」
滑川 徹先生(慶應義塾大学)

 

「複数の起点ノードを想定したネットワーク
上のフロー制御」

早川 朋久先生(東京工業大学)
 「電力システム解析への力学系アプローチ」

薄 良彦先生(京都大学)

 



JST-CRDS第4回制御システム分科会
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「電力システムの制御とプライシング」
（仮）

辻 隆男先生(横浜国立大学)
 

「マルチエージェント系の協調制御と
PageRank の分散型計算」

石井 秀明先生(東京工業大学)



平成 22 年 9 月 30 日 
(独)科学技術振興機構 
研究開発戦略センター 
システム科学ユニット 

 
JST/CTDS 制御システム分科会―SICE エネルギー・環境システム制御技術調査研究会 

合同ワークショップ（第 4 回制御システム分科会） 

『環境・エネルギーシステムにおける制御の課題とアプローチ』 

 
 
1. 開催場所・日時等 

日 時 ： 10 月 2 日(土)  13：00 ～ 17：30 
場 所 ： JST 研究開発戦略センター2 階大会議室 
       （東京都千代田区二番町 3 番地） 

 
2. 議事次第                                     (予定・敬称略） 

 
13：00  開会挨拶 （内田先生） 
 
セッション 1：時空間を超えたエネルギーシステム
 

   （ご講演 30分＋議論 15分）×3件 

13：00-13：45  
ご講演： 「電力需要予測と電力ネットワークの分散予測制御」 

慶應義塾大学 理工学部 システムデザイン工学科 
准教授 滑川 徹 

13：45-14：30 
ご講演： 「複数の起点ノードを想定したネットワーク上のフロー制御」 

東京工業大学大学院 情報理工学研究科 情報環境学専攻 
准教授 早川 朋久 

14：30-15：15 
ご講演： 「電力システム解析への力学系アプローチ」 

京都大学大学院工学研究科 電気工学専攻 電気エネルギー工学 
助教 薄 良彦 

 
15：15-15：30 休憩 
 
セッション 2：エネルギーマネジメント / ネットワーク
 

  （ご講演 30分＋議論 15分）×2件 

15：30-16：15 
ご講演： 「配電系統における電圧制御とプライシング」 

横浜国立大学大学院工学研究院 知的構造の創生部門 
助教 辻 隆男 

16：15-17：00 
ご講演： 「マルチエージェント系の協調制御と PageRank の分散型計算」 

東京工業大学大学院総合理工学研究科 知能システム科学専攻 
准教授  石井 秀明 

 
17:00-17:30 総合討論 

 



3. 連絡先 
独立行政法人 科学技術振興機構 研究開発戦略センター 
システム科学ユニット （担当：武内 里香） 
〒103－0084 東京都千代田区二番町 3 番地 麹町スクエア 
E－mail： sys_sci@jst.go.jp 
電 話：   03－5214－7487 
F A X：   03－5214－7558 

 
 
 
 
【CRDS へのアクセス】 

 
 

＜最寄り駅のご案内＞ 

○ 東京メトロ有楽町線「麹町駅」（6 番口）より徒歩約 2 分 

○ JR「市ヶ谷駅」より徒歩約 10 分  

○ 都営新宿線、東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」（A1－3 番口）より徒歩約 10 分  

○ 東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」（5 番口）より徒歩約 10 分 

 
 

以 上 

独立行政法人 科学技術振興機構 
研究開発戦略センター 
〒103-0084 東京都千代田区二番町

３番地 麹町スクエア 
電 話 03－5214－7487 

 
※東京本部とお間違えのないようにお

越しください。 



SICE第39回制御理論シンポジウム
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SICE第39回制御理論シンポジウム
September, 27-29 , 2010

畑中先生がSICE第39回制御理論シンポジウムに参加され、発表されました．
飯野 穣 さんもいらっしゃいました．

 

 

 

 

 



SICE第39回制御理論シンポジウム
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2010 IEEE Multi-Conference on Systems and Control
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2010 IEEE Multi-Conference on Systems and Control

September 8-10, 2010

藤田先生と畑中先生，藤田研メンバー，藤田研OBの方々が Multi-Conference on Systems and Control
に出席しました。

 

内容がてんこ盛りなので，詳細は以下の写真をクリック！ 
（諸事情により，載せることができなかったものもたくさんあります） 

 

9月7日 市民公開講座,
Workshop and Welcome Reception  9月8日 Session

 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/20100907.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/20100908.html


2010 IEEE Multi-Conference on Systems and Control
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9月9日 Session  9月9日 Awards ＆ Plenary

 

9月9日 Conference Banquet  9月10日 Plenary ＆ Session

 

9月10日 Closing Reception  

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/20100909session.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/20100909plenary.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/Banquet.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/20100910.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/MSC2010/Closing.html


 
Weitere Informationen: 
Prof. Oliver Sawodny – Institut für Systemdynamik – Tel. 0711 685-66302 – sawodny@isys.uni-stuttgart.de 

    
 
 

                                                                                         
 

Einladung zum Vortrag im Kolloquium Technische Kybernetik 
 

Passivity-based Visual Motion Observer:  
Theory, Algorithms, and Applications 

 
Prof. Masayuki Fujita 

Tokyo Institute of Technology  
(Mechanical and Control Engineering) 

 
Zeit: Montag, 23. August 2010, 15:00 Uhr 

Ort: Besprechungsraum ISYS 3.264 – Pfaffenwaldring 9 – Campus Stuttgart-
Vaihingen 

 
Vortragskurzfassung 
This talk gives an overview of a series of the author's researches on the passivity-based visual mo-
tion observer and its applications to a variety of control and estimation problems. After providing 
notations and preliminaries, we introduce the visual motion observer which is a mechanism to es-
timate the target object's motion in 3D space from vision data. We next build a visual feedback 
control system including the observer into the feedback loop and prove stability by using passivity. 
Then, we give three application scenarios of the observer. First scenario is dynamic visual feed-
back control whose objective is to control a manipulator equipped with vision on its end- effector so 
that the camera tracks a moving target object. Second one is cooperative control where a network 
of rigid bodies with vision is controlled so as to achieve cooperation. Third one is cooperative esti-
mation for visual sensor networks whose objective is to achieve tracking of estimates to a moving 
target and averaging them over the network simultaneously. In all of the scenarios, it is shown that 
the visual motion observer plays an important role to meet the objectives. 
 
Lebenslauf 
Education 
1982 B. Eng. Electrical Engineering, Waseda University 1982 
1984 M. Eng. Electrical Engineering, Waseda University 1984 
1987 D. Eng. Electrical Engineering, Waseda University 1987 
 
Academic Experience 
1985-1988 Research Associate of Kanazawa University (Electrical and Computer Engineering) 
1988-1991 Assistant Professor of Kanazawa University (Electrical and Computer Engineering) 
1991-1992 Associate Professor of Kanazawa University (Electrical and Computer Engineering) 
1992-1998 Associate Professor of Japan Advanced Institute of Science and Technology (Infor-

mation Science) 
1998 Associate Professor of Kanazawa University (Electrical and Computer Engineering) 
1999-2005  Professor of of Kanazawa University (Electrical and Computer Engineering) 
1994-1995 Visiting Scientist, Department of Automatic Control Engineering, Technical University 

of Munich 
Since 2005 Professor of Tokyo Institute of Technology (Mechanical and Control Engineering) 
 
Other Experience 
Board of Governor of the IEEE Control Systems Society; Associate Editor of several journals; 
Director of SICE 

 

Institut für Systemdynamik 
PROF. DR.-ING. O. SAWODNY      Universität Stuttgart 
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Vortrag im Kolloquium Technische Kybernetik

August, 23 , 2010

藤田先生が Universitat Stuttgart において講演をされました．
写真の日付が違うところはご了承ください．

 

 

 

 

 



Vortrag im Kolloquium Technische Kybernetik
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American Control Conference 2010
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American Control Conference 2010

June, 30～July, 2, 2010

藤田先生と畑中先生がAmerican Control Conferenceに出席されました。

 

 

 

 

 

 



American Control Conference 2010
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The Center for Control, Dynamical Systems, and Computation
University of California at Santa Barbara 
Presents

Visual Feedback Cooperative Control and Estimation 
Using Passivity-based Visual Motion Observer
Takeshi Hatanaka
Tokyo Institute of Technology

Thursday, June 24, 2010, 11:00am - 12:00pm ESB 2001 

Abstract: 
Technological innovations produce cheap and low power smart sensors, wireless communication devices and 
embedded robotic systems, which stimulate our interests in spatially distributed control systems. Cooperative 
control and estimation provide methodologies to tackle these distributed control problems, where vision is a pow-
erful tool to meet objectives of the problems. In this talk, I will talk about vision-based cooperative control and es-
timation. After a brief introduction of a passivity-based observer, called a visual motion observer, I will formulate 
cooperative control and estimation problems. As a cooperative control problem, I will consider so-called attitude 
synchronization for leader-following type visibility structures and present an observer-based control law, where 
the visual motion observer is integrated into the feedback loop. Then, I will investigate a cooperative estimation 
problem for visual sensor networks whose objective is to estimate the target object’s motion. I will present an 
algorithm to meet the objective based on a multi-agent optimization technique. It will be shown that the visual 
motion observer plays an important role in the estimation algorithm. 

About the Speaker: 
Takeshi Hatanaka received B.Eng. degree in informatics and mathematical science, M.Inf. and Ph.D. degrees in 
applied mathematics and physics all from Kyoto University, Japan in 2002, 2004 and 2007, respectively. From 
2006 to 2007, he was a research fellow of the Japan Society for the Promotion of Science at Kyoto University. 
He is currently an assistant professor in the Department of Mechanical and Control Engineering, Tokyo Institute 
of Technology, Japan. He received the Best Paper Award from the Society of Instrument and Control Engineers 
(SICE) last year. His research interests include visual feedback control and cooperative control.
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畑中先生サンタバーバラにて
June, 24, 2010

畑中先生がカリフォルニア大学サンタバーバラ校にてセミナーに参加されました。

 

サンタバーバラ校舎です．  畑中先生の講演
写真は掲示されたポスター．

 

広々．敷地内？  水鳥です．まだ気づかれていないようで.

 



畑中先生サンタバーバラにて
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しっかり観光．  街並み．

 

カレーです
気に入ったのでしょうか.  



M2の修了式
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M2の修了式
March, 28, 2011

M2の後藤君と星君の卒業式が専攻内で行われました．

 

石川台で行われました．  数多くの修了式の要望を頂いたそうです．

 

山浦先生＞ おめでとうっ！
後藤君＞ どうも．  星君が覗いています．

後藤君＞ ほらっ．

 

山浦先生＞ おめでとうっ！  お互いの見せ合い後．



M2の修了式
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星君＞ ありがとうございます． 星君＞ キリ番じゃないな～．



B4の卒業式
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B4の卒業式
March, 28, 2011

B4の岡崎君，須永君と花井君の卒業式が制御システム工学科内で行われました．

 

先手は岡崎君．  岡崎君＞ ものつくりが楽しかったです！
さすが岡崎！

 

須永君．腰低すぎ！  須永君＞ 胸が驚い、おど、踊って…．
やっぱりね． テンぱってました．

 

大型の制御システム工学科製の



B4の卒業式
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取りは花井君．  ”アシモ”について熱く語ってました．

 

おまけ．その”アシモ”（？）も卒業式に．  卒業証書を受け取ってました（笑）．



卒業論文研究発表会
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卒業論文研究発表会
February, 17, 2011

岡崎君，須永君と花井君の卒業論文研究発表会が行われました．

 

卒論発表．学部の総決算です．
準備です．須永君が何か突っ込んでいます．  まずは岡崎君．待ち時間何をすれば…

順調に，丁寧に研究成果を話していました．

 

質疑応答の時間．
一生懸命応対しています．  続いて須永君．リラックス!?

これは講義のようです．すごいです．

 

汗だくになっています． 発表にひと段落．続いて質問時間．



卒業論文研究発表会
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落ち着いているように見えますが…  真摯に対応しています．

 

最後に花井君．
身振り手振り交えて．正面向いて!!  

制御の先生方が多い中，懸命に伝えていま
す．

来年度は三平研．引き続き頑張ってくださ
い．



修士論文研究発表会
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修士論文研究発表会
February, 10, 2011

後藤君と星君の修士論文研究発表会が行われました．

 

修士論文発表の日がとうとう来ました．
2年間の集大成を18分に凝縮します．  まずは後藤君．威風堂々たる姿．

ポテンシャルゲームに関する発表です．

 

順調に発表をこなしていきます．
先生方から様々な質問をいただきました．  続いて星君．リラックス!!

パワーネットワークに関する発表です．

 



修士論文研究発表会
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概念について非常に明晰に説明していまし
た．

緊張の質問タイム．「フムフム」
 発表終了後の安堵の瞬間．

卒業が決まり，社会に旅立ちます．



創造設計第二
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創造設計第二
January, 17, 2011

創造設計の第二試技が石川台にて開かれました． 藤田研からは和佐君が出場しました．

 

創造設計第二の試技会が始まりました．
畑中先生＞ …．（和佐君，大丈夫か

な…．）
 和佐君の華麗なインタビュー． 

ヘルメットを被せたい．

 

と思ったら，まさかのリタイアという転落．
こうなるから試技会は恐ろしい．  和佐君＞ 次は大丈夫っすよ！

期待しましょう．

 



創造設計第二
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レールチェック！！ にしてもやりすぎ？ 
それとも…  第2回目．LEGOでできているマシン．

どうなる？！

 

オーバーウェイトのせいで系が不安定化！
もちろんお約束のゲート接触．  無理やりゲートを通過．しかし…．

 

転落後，大破．
マシンはLEGOでも頑丈に作りましょう…．  おまけ画像 寝大仏の和佐君．

波乱の創造設計第二をお送りいたしました．

 

さらにおまけ画像 使用したマシン．
デザインはとても魅了されますがねぇ．  



学科大掃除
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学科大掃除
December, 3, 2010

制御システム工学科全体の大掃除があり, 担当箇所を研究室総出で行いました．

 

大部屋を「少人数」で掃除することに．
まずは準備から．  机を撤去して，椅子だけの閑散な部屋に．

やはり広く感じます．

 

みんなで手分けして効率よく．
無理な体勢で窓拭きをする岡崎君．  汚れた床をモップ掛けをする高木君．

 



学科大掃除
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隅々まで丁寧に．Gunter君とReginaさん．
一生懸命手伝ってくれています．  窓枠まで綺麗にしています．和佐君．

一見業者の人にも見えますが…

 

さて，ポリッシャーの時間です．
後藤君の指揮の下，使い方を考えています．

テレビクルーの風景にも見えますが…
 「力制御」で頑張る岡崎君と花井君．

そんな使い方ではないと思いますよ．

 

Eppu君がアドバイス．
いとも簡単に使いこなしてしまいました．  「これなら簡単」と学習した岡崎君．

 

最後はみんなで机を綺麗にして完了．
須永君はポリッシャーの片付けに．

かなり苦労していました．
 

参加した皆さんお疲れ様でした．
さて，海外で活動している人を差し引く

と．．．？



学科大掃除
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学部4年卒業論文中間発表
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学部4年卒業論文中間発表
November, 24, 2010

学部4年生の卒論中間発表が行われました．

 

では岡崎，須永による発表を．．．て，オ
イ！  「ウケた？」って花井君に感想を尋ねている

のかな？

 

発表が始まりました．まずは岡崎君．
練習を重ねてきたので，順調に進みました．  次は須永君．無事に終わるかな．．．

と思いきや…

 



学部4年卒業論文中間発表
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質問タイムで須永ワールド全開！
まさかの終始真っ白スライド！  「このようにですね．．．」

彼の瞳には何が映っているのだろうか？

 

最後に花井君．苦労した成果が報われる瞬
間．

なんとか無事に乗り切りました．
 みなさん，本当にお疲れ様でした．



オープンキャンパス

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101024/Festival2010.html[2016/09/26 17:26:12]

オープンキャンパス
October, 23-24, 2010

去る10月23日～24日にかけてオープンキャンパスが開かれました．

以下、日付への簡易リンクです．
10月23日    10月24日

10月22日

 

オープンキャンパスの練習風景．  プレゼンテータを変えて練習．
明日への準備は万端？！

このページのトップへ

10月23日

 



オープンキャンパス
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マッキ―君はともかく，なぜか留学生の方々
が．  プレゼンテーション慣れがすごい伊吹君．

 

来場者参加形式のツアーとしました．  見に来てくれたマッキ―君，
クエスチョン連発．

 

Wiiによる岡崎君お手製の全方位ラジコンも
好評でした．  プレゼンテータを野村君にバトンタッチ．

たくさんの来場者．

 



オープンキャンパス
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プレッシャーに臆することなく説明をこなし
ます．   

このページのトップへ

10月24日

 

日が変わり，プレゼンテータは高木君．
緊張気味．  でも、高木君もやはり慣れている？！

 



オープンキャンパス
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プレゼンテータ自ら
e-nuvoのインストラクタも！  写真撮り忘れのため，Gunter君また来場．

 

プレゼンテータは後藤君にチェンジ．  
実験機関連で突っ込んでくる意外な来場者

が．
後藤君もたじたじ（汗）．

 

藤田先生御夫婦と畑中先生御一家も
この回に参加されました．  なんと，OBの米村さんも奥様と一緒に！

 

そして、意外な来場者（さつきちゃん）が！  
畑中先生御夫婦も来場されました．

藤田研のオープンキャンパスは盛況のうちに
幕を閉じました．



オープンキャンパス
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このページのトップへ

イベントのトップへ



伊吹君の卒業式
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伊吹君の卒業式
September, 27 , 2010

早期卒業者として修士の伊吹君が卒業式に参加しました．

 

早期卒業者の学位記授与式が
蔵前ホールで行われました．  前は混んでいるので離れたところで．

 

この一枚を撮るために長蛇の列が．．．  学生室で教授と一枚．

 



伊吹君の卒業式
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偶然遊びに来た岩渕君．  何故か岩渕君とも．

 

藤田研を見学に来た学生も交えて雑談タイ
ム．  みんなのお土産をつつきながら．



第4回システム制御セミナー
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第4回システム制御セミナー
September, 24, 2010

Thomas Kopfstedt 先生のセミナーが行われました．

 

まずは準備．  ほとんど藤田研関係者で埋まる講義室.

 

藤田先生による紹介です.  講演開始、まずはTopics.

 

スライドを終えました．質疑応答に移りま  



第4回システム制御セミナー
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す. 質問を促しています．

身振りも交え、丁寧に答えてくださいまし
た．Thomas Kopfstedt 先生ありがとうござい

ました.

以下はThomas先生より頂いた動画です

RTL west
(Click the picture!)

Mustang at ELROB
(Click the picture!)

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924/movie/RTL west 27-09-2006.wmv
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924/movie/Mustang at ELROB 2010.wmv


第3回システム制御セミナー
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第3回システム制御セミナー
August, 27, 2010

Roberto Tempo 先生のセミナーが行われました．

 

恒例の準備から．  
本日もたくさんの人にお越しいただきまし

た．
（席が足りなくなりました）

 

IEIIT-CNR, Politecnico di Torino からお越し
いただいた Roberto Tempo 先生に

講演をして頂きました．
 世界のレベルの高さが伺えました．

 



第3回システム制御セミナー
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しかし，やはり言語の壁が厚いのか．
内容把握がきついという声が．  

質問タイムでホワイトボードを使用する先
生．

Roberto Tempo 先生、ありがとうございまし
た．



修士論文研究中間発表会
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修士論文研究中間発表会
August, 9, 2010

後藤君と星君の修士論文研究中間発表会が行われました．

 

恒例の研究室総出で始まります．  
発表会会場．

エアコンの不調により，会場内はすごい熱
気！

 

星＞ 暑い～っ…。 
発表者，閲覧者双方の体力を奪います．  先発は，後藤君から．

暑さを感じさせない落ち着いた発表です．

 



修士論文研究中間発表会
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難なく，先生方にも説明をします．  後発の星君も暑さに負けず、発表開始．

 

暑さに負けていた星君も
普段の調子に戻りました．  興味を持って聞いていただけました．

２人とも，お疲れ様でした．



YSEP 学士論文発表 ＆ 修了式
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YSEP 学士論文発表 ＆ 修了式
August, 6, 2010

Risvan君の学士論文発表会・修了式が行われました．

 

Risvan君の応援に研究室総出で向かいます．  YSEPの論文発表会場．
思っていたよりスクリーンが大きい…．

 

緊張した面持ちで出番を待つRisvan君．  まずは紹介から．若干緊張気味の様子．

 



YSEP 学士論文発表 ＆ 修了式
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身振りも交えて説明しています．  
スクリーンが大きいので仰ぎ見ながらの説

明．
・・・首が辛そうです．

 

Ｎｉｃｅ ｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ！  なんとか発表が終わって安堵の表情．

 

チューターの後藤君とのツーショット．
一年間苦楽を共にした仲！(？)  満面の笑み．お疲れ様でした．



修士論文発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100804/100804.html[2016/09/26 17:26:21]

修士論文発表
August, 4, 2010

伊吹君の修士論文発表会が行われました．

 

とうとう，修士論文発表の日がやってきまし
た．  修士論文発表が開始されました．

 

練習を重ねてきたので，
順調なテンポで進みました．  

無事持ち時間内に収めることができ，一安
心．

と思いきや…

 



修士論文発表

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100804/100804.html[2016/09/26 17:26:21]

質問タイムに突入．  本番の緊張からか，苦戦する伊吹君．

 

こんなところでは負けられない！
その精神が伊吹君を支えます．  伊吹君，本当にお疲れ様でした．

この後のCDCも頑張ってください！



第2回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100803/100803.html[2016/09/26 17:26:22]

第2回システム制御セミナー
August, 3, 2010

Tyrone Vincent 先生のセミナーが行われました．

 

Colorado School of Mines からお越し
いただいた Tyrone Vincent 先生に講演を

して頂きました．
 「システム同定」について

説明をしてくださいました．

 

ネイティブ英語によるセミナーを初めて聞く
B4には英語の壁が大きすぎたか？  

それでも有意義な時間でした．
Tyrone Vincent 先生、ありがとうございまし

た．



創造設計第一

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100717/100717.html[2016/09/26 17:26:23]

創造設計第一
July, 17, 2010

西9号館デジタル多目的ホールで，創造設計第一が行われました．

 

「トーナメント電子化」という負荷を乗り切
り，

藤田研出撃です．
 学長杯返還で，新たな火蓋が切られました．

 

塚越先生主導で競技会が進みます．  1回戦は開催場所の不慣れが大きく影響し
予定時間オーバーに…．

 



創造設計第一

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100717/100717.html[2016/09/26 17:26:23]

ベスト16の書き換えを迅速に行なうスタッフ
ら．  4段積みも出ました！

 

藤田研作成トーナメントも，問題なく
動作してくれました．  IDC出場の6人が決定しました！

 

無事創造設計第一競技会も終わり、
ひと安心です．  

電子化して当日は楽になるはず！ だったの
に

疲れが…． お疲れ様でした！



第1回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100712/100712.html[2016/09/26 17:26:24]

第1回システム制御セミナー
July, 12, 2010

岩崎先生のセミナーが行われました．

 

カリフォルニア大学ロサンゼルス校の
岩崎先生が講演に来てくださいました．  

「動物ロコモーションとその推進原理」につ
いて

分かりやすく説明してくださいました．

 

みんな聞き入っています．  身振りも交えてくださり，
とても分かりやすかったです．

  



第1回システム制御セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100712/100712.html[2016/09/26 17:26:24]

学生の質問にも丁寧に答えてくださいまし
た．

岩崎先生，どうもありがとうございました．
 



第２回専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100529/100529.html[2016/09/26 17:26:25]

第２回専攻説明会
May, 29, 2010

第２回専攻説明会が行われ，研究室紹介が行われました．

 

本日も説明が始まりました．
…、こんなこともあります．  とはいえ，ここまで増えるときも．

 

チャレンジャーの中には苦戦者も．  順調に説明の回を進めます．

 



第２回専攻説明会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100529/100529.html[2016/09/26 17:26:25]

参加者にも立ててもらいました．  協調制御の説明をしています．

 

「見事に協調！」の場面．  領域カバー問題の説明．

 

３人（匹）で領域カバーしてます．  ４人（匹）で領域カバー！

 

途中からも，参加者乱入事態が．  時間が過ぎても盛況でした．
お疲れ様でした～．



第１回専攻説明会！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100424/100424.html[2016/09/26 17:26:26]

第１回専攻説明会
April, 24, 2010

第１回専攻説明会が行われ，研究室紹介をしました．

 

今日最初の説明です．  いつの間にか人が増えた．

 

まずは立ててみましょう．  うまくいきました．

 

みんな熱心に聞いてます！  話すほうにも熱が入る！



第１回専攻説明会！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100424/100424.html[2016/09/26 17:26:26]

 

同期させてみましょう．  お疲れ様でした．



４年生が来研しました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100412/100412.html[2016/09/26 17:26:28]

４年生が来研しました．
April, 12, 2010

４年生が藤田研に配属され、歓迎FFPが行われました． 

 

新しく藤田研に配属された４年生です.  恒例のパソコン決めジャンケンです.

 

歓迎会は自由が丘のタパスタパスでした.
おしゃれな店内☆  料理はイタリアンでした．

 



４年生が来研しました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100412/100412.html[2016/09/26 17:26:28]

乾杯の様子。Prost!!  右から４人が本年度からの新メンバーです．

 

改めて自己紹介です．  藤田先生＞今年のメンバーは個性的だねー
西君＞まったくです（疲

 

ピース☆  先生方のありがたいお話．



４年生が来研しました．

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100412/100412.html[2016/09/26 17:26:28]

 

それに熱心に耳を傾ける４年生．  新B4に強気な新M1.

 

熱く語るRisvan．なにやってんだよ（笑）  一年間このメンツで頑張っていきましょう☆



Jayさん来日！！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100401/100401.html[2016/09/26 17:26:30]

Jay君来日!!

April, 1, 2010

Jay君が藤田研にやってきました。これから2年間藤田研で研究します。 

 

飛行機が4時間以上遅れました。Jay君，迎え
に行った伊吹君お疲れ様です。  研究室にやってきたJay君。

 

藤田先生にお土産のワインです。  畑中先生にもお土産です。

 

後日，Jay君とお好み焼きを食べに行きまし  Jay君2年間よろしくお願いします。



Jayさん来日！！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100401/100401.html[2016/09/26 17:26:30]

た。



大掃除

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110329/110329.html[2016/09/26 17:26:31]

大掃除
March, 29, 2011

昨日の学生室に続いて，卒業生は藤田先生の部屋を，その他の学生は実験室の大掃除をしました．

 

新M1の杉山君も手伝いにきてくれました．  事前にPCの状態を撮影．

 

まずは物を出し，…  床の掃除をします．

 

最後に，物の整理． 困り顔の面々．  
… そして，後藤君と星君は藤田研を去りま

す．



大掃除

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110329/110329.html[2016/09/26 17:26:31]

お体に気をつけて下さい．



送別会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110328/ffp/ffp.html[2016/09/26 17:26:32]

送別会
March, 28, 2011

後藤君，星君と花井君の送別会を行いました．

以下、日付への簡易リンクです．
一次会    二次会

一次会

 

かんぱーいっ！！  もつ鍋屋「らく」で開かれました．

 

村尾さんも参加されました．
結婚をなさるそうです！  「締め」に差し掛かります．



送別会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110328/ffp/ffp.html[2016/09/26 17:26:32]

 

ちょっと失礼します．  後藤君，星君、元気でな！
花井君，向かいの三平研でも頑張れよ！

このページのトップへ

二次会

少人数ながら二次会のカラオケにしゃれこみました．

 

いやだと言っていた後藤君，いざ来てみる
と…．  日本語によるEppu君と伊吹君の共演．

Eppu君，すごすぎっ！！

 



送別会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110328/ffp/ffp.html[2016/09/26 17:26:32]

須永君，この前の汚名返上っ？！  そんな須永君に伊吹君からのソング．

 

と思ったら，後藤君．
予約の量が半端じゃなかったです．  村尾さんたちにも楽しんで頂きましたっ！

このページのトップへ

イベントのトップへ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110328/event2010.html


寿司パーティ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110328/lunch/lunch.html[2016/09/26 17:26:33]

寿司パーティ
March, 28, 2011

卒業式・修了式における藤田研恒例の寿司パーティが行われました．

 

お寿司が到着！  少し早いお昼の準備．

 

伊吹君＞ 早くしろよ～（笑）．  いただきま～す！
お土産も一緒にいただきました．

 

いよいよ藤田先生へのプレゼントの時間に． B4は南棟祭の金もつぎ込み，空気清浄機



寿司パーティ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110328/lunch/lunch.html[2016/09/26 17:26:33]

星君は渡す物を把握してませんでした
（笑）．

 を．

 

M2は電気ポットと…．  コーヒーメーカ．
諸事情により物はありません．

 

物はこれ！ 早く届くといいな～．  
そして，B4とM2はそれぞれ学部卒業式，

修士修了式へと．
他の人は大掃除へと…．



第304回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110311/110311.html[2016/09/26 17:26:34]

第304回FFP

March, 11, 2011

ReginaさんがSwedenのケーキを御馳走してくれました．

 

Swedenのお菓子たち．  ケーキとクッキーです．

 

Reginaさんに切っていただきました．  みんなに配分． おいしそう！

 

Reginaさんのスピーチ． ありがとうござい
ます！  皆さんでいただきました．

本当においしかったです．



第304回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110311/110311.html[2016/09/26 17:26:34]

 

しかし，塩味のグミも食べましたが…．  藤田先生の顔から，…察してください．
食べ慣れない味でした．

 

Eppu君は大好きだったようで，
全て平らげました．  楽しい時間が過ぎ，それぞれの場所へ．

しかし，…この後同日に地震が発生！！！



第303回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110304/110304.html[2016/09/26 17:26:36]

第303回FFP

March, 4, 2011

高木君の誕生日と伊吹君の計測自動制御学会の学術奨励賞受賞記念！FFPが行われました．

 

買ってきた伊吹君がひなまつりの文化を紹
介．

説明を聞く留学生と獲物を狙う後藤君．
 やはり大人数なので今回も会議室．

ドイツスタイルですね．

 

スイーツ大好き！！
カメラ目線が気になりますが…  西君の持ち込みの食料が気になる．

岡崎君が狙っている！！

 



第303回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110304/110304.html[2016/09/26 17:26:36]

今回の主役．
とても楽しそうです．  藤田先生のフリに高木君困惑．

今回は村尾さんも参加しました．

 

星君＞「ごめん，ごめん」
ときどきありますね．

社会人になってもやらないように(笑)
 

今年度最後の誕生日FFPでした．
次回の誕生日FFPはメンバーが変わります．

期待しましょう！！

今回のデザート 

 

全商品．
ロールケーキは切る前の方がおいしそう．  だんご．だんご．

みたらしだんごが山盛り．

 



第303回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110304/110304.html[2016/09/26 17:26:36]

あんだんご．抹茶大福．
そして…  イチゴ大福．

最後にひなまつりが前日だったので．



第302回FFP（修論，卒論おつかれFFP）

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110221/110221FFP.html[2016/09/26 17:26:38]

第302回FFP（修論，卒論おつかれFFP）
February, 21, 2011

修士2年生，および学部4年生たちの労をねぎらう第302回FFPが開かれました．

 

自由が丘にて豚料理を味わいました．  幹事の西君の挨拶で開始．ドイツ語しばり？

 

プロストッ！！
乾杯はもちろんドイツ語で！  

テーブル紹介．
須永君がこんなところにいる畑中先生テーブ

ル

 



第302回FFP（修論，卒論おつかれFFP）

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110221/110221FFP.html[2016/09/26 17:26:38]

藤田先生テーブル．
なぜだ！ なぜ，須永君はいない！  そして，Jayさんのノリノリテーブル．

 

幹事さんテーブル． …考える人．  別サイド．楽しいテーブルだったそうです．

 

Jayさんと野村君の大酒コンビは完全に成立
かっ？！  豚しゃぶ． Reginaさんは日本の自ら

つくる料理スタイルが好きだそうです．

 

みんなで味わいます．  藤田先生とM2，B4の会話の様子．
後藤君と須永君は席の構成上参加せず…．



第302回FFP（修論，卒論おつかれFFP）

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110221/110221FFP.html[2016/09/26 17:26:38]

 

Eppu君のお土産が華を添えます．
のどに来るアルコール濃度．  B4とM2の反省時間がComming！

まずはB4…ただし須永君は後回し(笑)

 

星君と後藤君の順に．しかし，
反省トークがなぜか結婚話へと転換．  後藤君の頭に飾りが出現っ？！

いえ，ただのレンズ汚れです．

 

取りを務めることになった須永君．
色々な意味で大破，撃沈してました(笑)  

というわけで，
修論，卒論おつかれFFPは幕を閉じました．

須永君…ちゃんと卒業できてるのかな？
（笑）



B3の研究室見学

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110221/110221.html[2016/09/26 17:26:39]

B3の研究室見学
February, 21, 2011

学部3年生たちが藤田研究室に訪問してくれました．

 

朝早くから事前会議．  開始です． 
って，あれっ？！ 何か違う人が！！

 

ふてぶてしいB3発見！！
去年のデジャブ！？  まずはいつものスタイル．

畑中先生がスライドを使って説明します．

 

研究室紹介では主に 途中で和佐君にバトンタッチ！



B3の研究室見学

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110221/110221.html[2016/09/26 17:26:39]

M2,B4の研究成果を紹介しました．  畑中先生よりも貫禄が．．．（笑）

 

トーク ・ 内容などはともかく，
研究室の雰囲気が伝わったことを祈りましょ

う．
 最後は畑中先生と和佐君への質問タイム．

真面目な質問に思わずびっくり！？

朝早くからB3の方々，研究室見学に来てくれてありがとうございました！
そして，お疲れ様でした！



米村さんの結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/Marriage/Yonemura.html[2016/09/26 17:26:40]

米村さんの結婚式
February, 19, 2011

藤田研OBの米村さんが結婚をされましたっ！

 

米村さんの挨拶．  藤田研の方々が集いました．
左から五十嵐さん，小林さん，宮野さん．

 

藤田先生夫妻と畑中先生も招かれました．  米村さんとの談話．

 

こちらがケーキ． おいしそう！  ケーキ入刀っ！



米村さんの結婚式

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/Marriage/Yonemura.html[2016/09/26 17:26:40]

 

ケーキの大きな塊をそのまま，パクリっ！
米村さん，うれしそうです！  集合写真． 米村さん，

御結婚，本当におめでとうございます．



研究室訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110120/110120.html[2016/09/26 17:26:41]

研究室訪問
January, 20, 2011

来年東京工業大学に入学する韓国の留学生たちが藤田研究室に訪問してくれました．

 

畑中先生曰く，
久しぶりのプレゼンだったそうです．  

来て下さった方々．
意外と日本語が大丈夫だったことにびっく

り．

 

e-nuvoたちも久しぶりに稼働．
夏のときよりも動きは良くなりました．  オーバーヘッドカメラを指示．

藤田研はカメラだらけだそうです（笑）．

 



研究室訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110120/110120.html[2016/09/26 17:26:41]

須永君，座標回転軸トーク？ 
藤田先生＞気を利かせるところが違うよー

（笑）．
 e-nuvo君を気に入ってくれました．

またのお越しをお待ちしていま～す．



新年会 in 2011

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110114/110114.html[2016/09/26 17:26:42]

新年会 in 2001

January, 14, 2011

2011年度の新年会が「だいにんぐ らく」で開かれました．

 

もつ鍋屋にて新年会です．  「うまい」ビールの注ぎ方を披露．

 

席の都合上，一部の方は最初はテーブル席．  やはり，岡崎君テンパりました…．

 

こちらのテーブルは安くなるだろうと
もつ鍋攻め！  別テーブルの組も座敷に合流．



新年会 in 2011

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110114/110114.html[2016/09/26 17:26:42]

 

もつ鍋は欠かせないようです．  
2011年新年会は無事終了．

しかし，もつ鍋攻めテーブルの会計は…．
察してください．



第301回FFP
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第301回FFP

January, 13, 2011

後藤君とGunter君の誕生日FFPが1ヶ月遅れで開かれました．

 

後藤君とGunter君が
買ってきてくれたケーキ達．  今日は急遽普段と違う部屋にてFFPを．

ドイツスタイル．

 

ケーキを切っている伊吹君．  後藤君とGunter君の挨拶で開始．
（逆光ですいません）

 



第301回FFP
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普段とは違う雰囲気で頂きます．  2011年の初FFPは無事終了しました．

ここからはケーキだけを公開．それぞれ購入したお店が違うそうです！ 

 

バタークリームケーキ．  苺系アイスクリームケーキ．

 

マロン系ロールその1．  マロン系ロールその2．



野田先生と中学生の面会 in 藤田研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110107/110107.html[2016/09/26 17:26:45]

野田先生と中学生の面会in藤田研
January, 7, 2011

野田先生と中学生の方が藤田研学生室にて面会をされました．
その後，実験室にて実験を見てもらいました．

 

学生室にて野田先生と中学生の面会が
行なわれました．  野田先生のトーク技術が光っていました．

 

実験も見せることに．
藤田研のホープが出動！  製作者の岡崎君の説明．

 



野田先生と中学生の面会 in 藤田研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110107/110107.html[2016/09/26 17:26:45]

中学生に参加してもらいました．
群れをなしてリーダーについていきます．  最後はB4を交えて質問談話に突入．

お疲れ様でした．



初詣

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110101Hatsumoude/110101.html[2016/09/26 17:26:47]

初詣
January, 1, 2011

元旦に留学生のReginaさんと友人のPer Mackegaard(以下，Mackey)君を引きつれ，明治神宮に初詣に
行きました．

 

人混みをさけて，代々木上原に集合．
電車で参宮橋へ．  今回は参宮橋から比較的

人の少ないルートで行きます．

 

駅から徒歩で移動．  駅前は人が多い程度．
本当の人混みはこの坂の上から…

 



初詣
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明治神宮入口にて.  
建物に向けて敷地内を移動．

この先の横断幕で自分達が
前厄やら大厄だと気づくことに…

 

とにかく人が多いです．  ここから先はさらに人が多くなるので，
とりあえずスペースを見つけて記念写真．

 

『西神門』から本殿のあるエリアへ．  ここには賽銭待ちの人だかり．後ろから小銭
が飛んできます．



初詣
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後ろでは正面から入った人たちが
人数制限で止められていました．  帰りは東神門を抜け，その先で買い物やおみ

くじ．

 

出店を探して歩いていると，出店が集まって
いる広場を発見．  

出店で甘酒やけんちん汁など，日本らしいも
のをひたすら買い集め，みんなで食べまし

た．

 

食後に新宿で福袋を見た後，再び代々木公園
に凧揚げをしに戻ってきました．  とりあえずお手本と意気込む花井君．



初詣

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/110101Hatsumoude/110101.html[2016/09/26 17:26:47]

 

その名も『FIRE BIRD』.
このために岡崎君が朝からずっと持ち歩いて

いました．
 

もう一つの凧は『One Piece』.
ちびっ子たちの視線を釘付け．
正直，早く上げてしまいたい…

 

とりあえず走り続ける後藤君．
その結果…  木に引っかかりました．手前は絡まった糸と

格闘中の花井君．所詮はこんなものです．

 

英語でレクチャー中．  風を読んで走り始めるMachey君．



初詣
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やっぱりなかなか難しいようです．  Reginaさんもトライ．

 

見事な凧糸さばきの後藤君．
この後，糸が絡まっていて全く使い物になり

ませんでした…
 なんとか最後には限界まで上げられました．

留学生も楽しんでくれたみたいです．

 

気が付いたら辺りは真っ暗．
なんだかんだでこんな時間まで遊んでまし

た．
 



初詣
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第300回FFP
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第300回FFP

October, 23-24, 2010

JAXAツアーの後に第300回FFPが開かれました．

 

秋葉原にて忘年会（第300回FFP）を．  カンパーイっ！（ブレててすいません）

 

留学生は藤田先生の席にて．  野田先生テーブルは話で盛り上がります
が…．

 

須永君，位置の悪さで話の輪に入りづら  藤田先生テーブルに交代．



第300回FFP
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い…． 奥では藤田先生のレクチャー？

 

御鍋タイムに突入．  こちらも御鍋に．

 

デザート後でも話のペースは落ちません．  最後に店内で撮影．
野田先生，色々とありがとうございました．

いらっしゃらなかった畑中先生，呂先生，お体をお大事にしてください． 

それでは皆様，よいお年を！！！



JAXAツアー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101222/JAXA.html[2016/09/26 17:26:53]

JAXA

December, 22, 2010

去る12月22日に野田先生のご援助のもと，JAXAツアーが開かれました．

 

JAXAツアーは秋葉原から始まり．  つくばにむけ，電車は田園地帯を疾走．

 

つくば駅付近にて．綺麗に整備されてます．  面白い方位磁針も．

 

バスにて宇宙センターに移動．  予定通りに到着．



JAXAツアー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101222/JAXA.html[2016/09/26 17:26:53]

 

宇宙センター入り口にて．（岡崎君なし）  もうひとつ．（和佐君なし）

 

Ｈ－Ⅱの7号機．
何を思い，横たわっているのでしょうか．  JAXAにてお昼．ここで野田先生と合流．

 

野田先生の提案で，先にお土産コーナーへ  もちろん，畑中先生のお土産も忘れず．

 



JAXAツアー
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伊吹君とおなじ名前の衛星．
伊吹君は展示館にて衛星に挨拶．  野田先生の説明にて展示館を回ります．

（後でもう一回見ることができました）

 

ツアーでは回れない研究室も回りました．  多足歩行ロボット．

 

ロボットのアンカー部分．  これから3人が体験するのはこのハンド．
マスタースレーブで動かします．

 



JAXAツアー
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実際に体験．まずは野村君．  次に，Eppu君．

 

最後に，Reginaさん．  

バスツアー開始．
展示館を再度別ガイドにて回りました．

これは国際宇宙ステーションの
日本担当ブロック内部．

 

みなさんがお世話になっている
気象衛星「ひまわり」．  日本が打ち上げてきた数々のロケット達．

どんどんと大きく…．



JAXAツアー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101222/JAXA.html[2016/09/26 17:26:53]

 

場面変わりまして，バスに乗り移動開始．  筑波宇宙センターで2番目に
大きなパラボラアンテナ．

 

管制室は2組に分かれて見学．
こちらは後発組．  

野田先生のおかげで別の研究室見学もさせて
いただきました．ツアーが終わり，空は真っ

暗．

 

野村君の幹事はこれにて終了．
次は須永君にバトンタッチ．  



意外なお客様

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101221/101221.html[2016/09/26 17:26:54]

意外なお客様
December, 21, 2010

伊吹君がベランダから素敵なお客様をお連れしました．

 

ベランダで一休みした伊吹君の肩には…．  セキセイインコ！

 

人にかなり慣れているみたいで，
逃げる気配はありません．  いきなり作業中の高木君のほうへ．

本人談「作業ができない．」

 



意外なお客様

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101221/101221.html[2016/09/26 17:26:54]

岡崎君に．飛んで移動しています．  Reginaさんにも．ペットを飼ったことが
ないそうで，初めてのふれあい．



新しい机

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101203/101203.html[2016/09/26 17:26:55]

新しい机
December, 3, 2010

新しい机の搬入と模様替えを行いました.

 

机?その一. 素材は段ボール.  組み立て開始.

 

和佐君にヘルメットを着用してもらいまし
た.

似合いすぎ.
 ヘルメットが増えた.

 



新しい机
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机?その二. そろそろ飽きました.  組み立て終了.
これは現在ドイツにいる西さんの机です.



第299回FFP
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第299回FFP

November, 25, 2010

学部4年生の中間発表が無事終わり，反省会を含めた第299回FFPが催されました．

 

Gunter君とReginaさん．
とても仲良く食事をしています．  日本の文化，お箸の使い方を練習中．

来日して2か月．上手になったかなぁ…

 

本日の主役の一人，須永君．
もうデキ上がっていません？

まだ始まったばかりですよ．頑張って
 

大丈夫ですか？須永君．
これが素の姿でしたね．

心配するのが間違いのようでした．

 



第299回FFP
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Regina＆Gunter班はとてもおいしそうな鍋が
出来上がっています．  

一方，Jay＆Eppu班は食べられるのは…
まだまだ先のようです．

Jay「野村さん，助けてください」

 

さぁ，ビール祭りの時間です．
Jayさんがとてもうれしそうです．  当然主役のB4は祭りに強制参加です．

「大変だな」と傍観する野村君．

 

やはり積極的に行くのが先輩の姿．  次の標的を見つけたJayさん.

 

やはりイジリやすい須永君．
たくさん飲まされていました．  次回は記念すべき第300回FFP．

期待するしかありません．



第298回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101029/101029ura.html[2016/09/26 17:26:59]

第298回FFP

October, 29, 2010

Adrian君が藤田研に訪ねてきてくれました． それを祝い，第298回歓迎FFPが開かれました．

以下、日付への簡易リンクです．
1次会

研究室にて

 

Adrian君が久しぶりに藤田研に来研．  ドイツ土産も持ってきてくれました．
詳しくはお土産のページにて

 

ドイツの会社の話でスタート．  この後しばらくは藤田先生が話を
合わせてました…．

このページのトップへ



第298回FFP
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1次会

 

焼き肉レストランに到着！  Adrian君はこのメンバーで楽しみます．

 

焼き肉開始！ しかし燃えてる？！  
いえ，脂のせいです．

野村＞どんどん行こうぜ～．
(しかし，この後にハプニングが…)

 

野村君の場所に須永君？ 察してくださ
い…．  焼き肉の評価は？！

Eppu＞とてもおいしい．



第298回FFP
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のってまいりました．
岡崎＞いえいっ！  同じく．花井君と後藤君．

 

留学生のために色々な物を注文したようで
す．

一同＞いただきま～す．
 Reginaさんも満足のようです．

 

所変わりまして，こちらは教授の間．
先鋒は怖いもの知らずの須永君．  続きまして，野村君．

サービス精神忘れず．



第298回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101029/101029ura.html[2016/09/26 17:26:59]

 

教授の方々にもご好評を頂きました．  最後は締めの集合写真．
って，Reginaさんの顔隠してる～．

このページのトップへ

2次会@渋谷 へ

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101029/2zikai.html
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第297回 FFP ！
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第297回 FFP ！
October, 28, 2010

Eppu君の誕生日ということで，第297回FFPが行われました．

 

不二家のロールケーキ三種です．  クリアファイルが付いてきました.

 

馴染みのあるミルキーのパッケージデザイン
が見られます．  今日の主役、Eppu君．

 



第297回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/101028/101028.html[2016/09/26 17:27:00]

いただきま～す．  藤田先生との話も弾んでいるようです．

 

伊吹さんはロールケーキを内側から食べる派
の模様.  遅くなりましたー、と星さん到着．

先日の工大祭の話でも盛り上がりました.



第296回FFP
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第296回FFP

October, 12, 2010

留学生のEppu君，Gunter君，Reginaさん
＆

早期の和佐君
の４人のWelcome FFPが催されました．

残念ながら藤田先生は欠席でしたが，先生の分までみんなで盛り上がりました．

 

本日の主役のNewMembersを囲んで乾杯！！  ついに留学生が4人になりました！
飛び交ってることばの半分以上が英語です！

 

Reginaさんと盛り上がるGlobalな高木君．  Eppu君の京都旅行の話やヨーロッパと日本
のお酒の違いで盛り上がってます！

 



第296回FFP
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終始ハイペースでビールを注文するJay君．
「ビール、ピッチャーで！」という日本語だ

け
異様に上手い！

 
Jayさんと一緒にひたすらビールを飲み続け

る野村君．
（この後潰れるとも知らずに…．）

 

教授がいないのでいつも以上に飲んでる伊吹
君．翌日の健康診断も恐れず飲みまくりま

す！
（翌日後悔するとも知らずに…．）

 

酔った伊吹君に絡まれる須永君．
伊：「突っ込まれると分かっててなんで壁紙

を
電車にするの？」

須：「いじられたいからです！」

 

Reginaさんに果敢にアタックを掛ける須永
君．

結果は…察してください．
 いつもと違ってグダグダでしたが，

みんな楽しんでました！



第296回FFP
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最後にみんなで集合写真！
（野村君が潰れたので，本人と介抱の数名は

お店の中です…．）
 



Reginaさん来日!!
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Reginaさん来日!!

October, 5, 2010

スウェーデンからReginaさんが藤田研にやって来ました．

 

空港での一枚．左からPer君(塚越研)、
Reginaさん、チューターの高木君です．  研究室にて藤田先生と挨拶．

 

西山さんとも．  学生が集まるまで教授と雑談．
Reginaと書いてレギーナと読むそうです．

 



Reginaさん来日!!
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ドイツにフィンランド、そしてスウェーデ
ン．

すっかりグローバルな雰囲気に．
 取り残されないよう頑張ります．

…明日から(反省)



野田先生との談話
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野田先生との談話
October, 5, 2010

藤田先生の後輩でJAXAにも勤めておられる野田先生がいらっしゃり、
貴重なお話をたくさん聞かせていただきました．

 

野田先生は藤田先生の１つ下だったそうで
す．

昔の話を色々と聞かせていただきました．
 

JAXAや昔の秋葉原のお話などもしてくださ
りました．手前でB4が興味深々で聞いてい

ます．



和佐君来研！
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和佐君来研！
October,　1, 2010

今日から早期として和佐君が藤田研に配属になりました．

 

今日から配属の和佐君です．  和佐君の席です．
急だったのでまだPCは届いてません．

 

とりあえずは持参のノートPCで．  初対面のGunter君がいたので自己紹介．
和佐君、これからよろしく！



藤田先生方がStuttgartの学長さんとお会いしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100930/100930.html[2016/09/26 17:27:06]

藤田先生方がStuttgartの学長さんとお会いしました
September, 30, 2010

藤田先生方がStuttgartの学長さんとお会いしました．

 

 

 

 



藤田先生方がStuttgartの学長さんとお会いしました

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100930/100930.html[2016/09/26 17:27:06]



Gunter君来日！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100929/100929.html[2016/09/26 17:27:07]

Gunter君来日！
September, 29 , 2010

Gunter君が藤田研にやってきました．

 

空港にて伊吹君と．  Gunter君，両親に安否の電話をしています．

 

こちらがGunter君の学生寮です．  学生寮の前で1枚パチッ！

 

研究室に訪問．Jay君との会話が弾みます．  研究室生の紹介． 星君．



Gunter君来日！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100929/100929.html[2016/09/26 17:27:07]

 

続いて，野村君．
後ろ姿ばかりですいません．by編集者  お菓子と軽い飲み物で歓迎．

Gunter君，よろしくね！



第295回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924FFP/100924.html[2016/09/26 17:27:09]

第295回FFP

September, 24, 2010

・MSC打ち上げ 
・Thomas先生セミナーお疲れ様

以上をまとめたFFP，第295回FFPが催されました．

 

積もる話も．  お土産をいただきました．

 

早期卒業の現三年生が来訪しました．  岡崎＞（座る椅子が無い...）

 



第295回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924FFP/100924.html[2016/09/26 17:27:09]

FFP会場に出発．  そろそろ到着かな？

 

スパークルワインが並びます．
こちらは，B4と留学生のエリアビュー．  そして、こちらは先生方のエリア．

 

なぜか岡崎君，先生方のエリアへ…．  皆様，MSCお疲れ様でした～．

 



第295回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924FFP/100924.html[2016/09/26 17:27:09]

ビールに突入．  泡なしですが，これ…，ビール．

 

お話中のところ失礼．
冷豚しゃぶ大根サラダおまち．  お二人はこの店を気に入ったそうです．

 

ハマグリも．  B4もThomas先生に．

 



第295回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924FFP/100924.html[2016/09/26 17:27:09]

須永君，アタック？  続けて，花井君もアタック．

 

岡崎君も，アタック！  おそばをいただきま～す．

 

一方，先生方エリアはこんな感じ．  御洒落なお店でした．

 



第295回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100924FFP/100924.html[2016/09/26 17:27:09]

そして，最後の談話に突入．  Thomas先生と藤田研一同で 
記念写真を撮りました



第294回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100922/100922.html[2016/09/26 17:27:10]

第294回 FFP ！
September, 22, 2010

岡崎君の誕生日ということで，第294回FFPが行われました．

 

白金台からのレトルダム―ルのケーキです．  岡崎君，セレブに仲間入り？！
岡崎＞そんなことはないです！

 

ケーキを説明する岡崎君．  「焼きそばはオカズ？」
色々な話題で盛り上がったFFPでした．



Eppu君歓迎会 ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100921/100921.html[2016/09/26 17:27:11]

Eppu君歓迎会 ！
September, 21, 2010

Eppu君の歓迎会をローカルで行いました．

 

お好み焼き屋にて．  前菜のスジ塩キャベツ．

 

本命のお好み焼き，到着～っ．  Eppu君，おいしかったそうです．
留学生にお好み焼きは大人気です！



Eppu君来日！！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100914/100914.html[2016/09/26 17:27:12]

Eppu君来日!!

September, 14, 2010

Eppu君が藤田研にやってきました．これから1年間藤田研で研究します。

 

便の到着予定時刻が早朝の6:30．
始発で迎えに行った野村君お疲れ様です．  空港に到着したEppu君．

野村君とも無事出会えて一安心です．

 

もちろん移動は電車です．  東工大に到着．

 



Eppu君来日！！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100914/100914.html[2016/09/26 17:27:12]

研究室にやってきたEppu君．
まずは研究室のメンバーと挨拶＆自己紹介．  藤田先生，畑中先生とも．

 

お菓子を買ってきて軽い歓迎会．
日本語も上手で，自分の名前をカタカナで紹

介してくれました．
 

野村君と一緒にメニューを見つめ
るEppu君．

親睦も兼ねて一緒に学食で食事です．

 

Eppu君，1年間よろしくお願いします．  



第293回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100831/100831.html[2016/09/26 17:27:20]

第293回 FFP ！
August, 31, 2010

野村君＆畑中先生の誕生日と西君のドイツ留学送別を兼ねて，第293回FFPが行われました．

 

FFP準備．
野村君＞思った以上に時間がかかるっ！  時間ぎりぎりで準備ＯＫ．

 

改めて紹介．
鳥取育ちの二十世紀梨．  畑中先生の奥さん手作りの

レアチーズ-ブルーベリー（勝手に命名）

 



第293回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100831/100831.html[2016/09/26 17:27:20]

大井町生まれのピザ．  本日のメイン 野村君，西君，畑中先生．

 

畑中先生＞ピザ，オープン！  西山さんも輪の中に．

 

藤田先生，何かを出しています．
（詳しくは ■学会・受賞 にアップしてあり

ます）
 MSC2010 を約1週間後に控えた藤田研から

お送りいたしました．



第292回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100809FFP/100809.html[2016/09/26 17:27:22]

第292回FFP

August, 9, 2010

・呂先生のWelcome 
・Risvan君のYSEP修了祝い＆Farewell 

・伊吹君の修論お疲れ 
・修論中間発表お疲れ 

・B4進路決定

以上をまとめた大FFP，第292回FFPが催されました．

 

いざ出陣．  迫力があるJay君のビール注ぎ．

 

カンパァーイッ！！  呂先生も中国の話題で学生と盛り上がってい
ます．

 



第292回FFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100809FFP/100809.html[2016/09/26 17:27:22]

呂先生にみんなの自己紹介．  口よりも漢字で書いたほうが伝わるようで
す．

 

今回はカンパイが多いです．  B4も全員進路が決定！

 

藤田研の卒業証書授与．
みんなの顔写真が貼ってあります．  最後にみんなで集合写真．

Risvan君，向こうでも元気でね！

Risvan君へのプレゼントを渡す様子はこちら． 

2次会の様子はこちら． 

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100809FFP/present.html
http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100809FFP/secondparty.html


第291回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100715/100715.html[2016/09/26 17:27:23]

第291回 FFP ！
July, 15, 2010

Jay君と花井君、Risvan君の誕生日！ ということで，第291回誕生日FFPが行われました．

 

３人ということで，今日はやけに多いです．  食べきれるのかっ？！

 

ハッピ～バースデイトゥユ～♪  ハッピ～バースデイトゥユ～♪♪

 

第1Ｒ！ 不二家のケーキ．  第2Ｒ！ キルフェボンのケーキ．



第291回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100715/100715.html[2016/09/26 17:27:23]

 

Jay君，会話が弾んでます．  Risvan君もおめでとう！

  

おいしく頂きました!
…そういえば，花井君は？  



第290回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100707/100707.html[2016/09/26 17:27:24]

第290回 FFP ！
July, 7, 2010

星君と後藤君の就職先決定！＆西君が留学への面接を突破！ ということで，第290回FFPが行われ
ました．

 

武蔵家のたいやきです．  味はスタンダードのあんこ，
そしてクリームとチョコバナナの３種類．

 

ランダムに配置したので，
どれが何味だか分りません．  藤田先生と畑中先生も揃い，FFP開始です．

 



第290回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100707/100707.html[2016/09/26 17:27:24]

後藤君と星君は就職先が決まりました．  西君は面接に受かり，後は書類審査だけで
す．

 

畑中先生のサンタバーバラでの
お話がありました．  

様々な思いを胸に，FFPは終了しました．
花井君はバナナ地獄でショボンでまし

た…（涙）



第289回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100623/100623.html[2016/09/26 17:27:25]

第289回 FFP ！
June, 23, 2010

星くんの誕生日 ということで、第289回FFPが行われました．

 

誕生日ＦＦＰにロールケーキ達集合！
まずはシンプル君．  ○○が丘ロールに近いロールケーキさん．

 

最後は苺入り様．  ケーキお披露目後まもなく、
狙いのケーキを決める戦いが勃発か？！

 



第289回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100623/100623.html[2016/09/26 17:27:25]

星くん、誕生日おめでとうございます！  早速、配分開始です．

 

まずは、藤田先生から．
星くん、頼みます！  配る星くんも真剣です．

 

岡崎「これにしよう♪」
野村「おれも早く欲しいんだけど！」  村尾さんも参加しました．

次回の誕生日FFPはどうなるでしょうか！？



第288回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100430/100430.html[2016/09/26 17:27:26]

第288回 FFP ！
April, 30, 2010

伊吹くんと須永くんの誕生日 ということで，第288回FFPが行われました．

 

おいしそうなケーキです．  あれ？！ イチゴが丸いっ！？

 

伊吹くんと須永くんが面白さで選んだ
野菜ケーキ達．  引きでみると普通においしそう．

 



第288回 FFP ！

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/100430/100430.html[2016/09/26 17:27:26]

心なしか緑が多いような…  何かがそびえたってる？！

 

本日の主役の 須永くん と 伊吹くん．  どんな野菜のケーキかを説明する伊吹くん．

 

チョコレートだと思ったのか
ゴボウのケーキに即決する星くん  「それ，ゴボウだよ．」

「へ？」

 

５色揃って…，シューレンジャー！  おいしく頂きました．



お土産コーナー　３月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirMarch.html[2016/09/26 17:27:28]

お土産 ３月分

3月分です．
3月4日

長野県の野沢に旅行に行った花井君のお土産です．
わさび揚げとリンゴのウエハースです．

3月8日

大阪・京都・兵庫の電車の旅に行った須永君の
お土産です． 酒の肴に最適？な土産でした．

長野に行ったJayさんのお土産です．
珍しいアップルチョコ使用のパイでした．

3月10日

茨城に就活に行った高木君の
お土産です． 干し芋と納豆煎餅（？！）です．



お土産コーナー　３月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirMarch.html[2016/09/26 17:27:28]

3月28日

Saban先生のトルコからのお土産です．
チョコレート盛り合わせをありがとうござい

ました．
岡崎君の広島土産です．

最近出現した生タイプの”もみじ”です．

伊吹君の北海道土産です．
クリーム入りソフトケーキです．

後藤君の旅行土産です．
京都の八橋（左）とイギリスのチョコ（右）です．

野村君の鳥取土産です．
鳥取名物「二十世紀なし」のお菓子です．

今年から仲間に加わった杉山君のお土産で
す．

名古屋名物「ういろ」です．



お土産コーナー　２月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirFebruary.html[2016/09/26 17:27:29]

お土産 ２月分

2月分です．
2月3日

節分の日に届いた，呂先生の藤田研への贈り物です． お餅（？）と栗です．

2月9日 2月21日

Gunter君とReginaさんの北海道旅行土産です． ジンギスカンキャラメルは忘れずに？！
（笑）

後藤君の徳島土産です．
特産砂糖を使ったお餅（？）です．

2月28日

野村君が大阪帰りに買った，お洒落なお土産です． 神戸のパイです．



お土産コーナー　１月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirJanuary.html[2016/09/26 17:27:30]

お土産 １月分

様々な方が持ってきて下さったのでてんこ盛りとなりました． 一挙に公開！ 全ておいしく頂いてしまいました．
1月5日～11日

野村君の帰省先からのお土産です． 西君がStuttgartから帰ってきて，
チェコのお土産を持ってきてくれました．

星君の帰省先からのお土産です．
ROYCEチョコです．

畑中先生の帰省先からのおみやげです．
岡山名物きび団子です．

伊吹君の帰省先からのお土産です．
ROYCEチョコポテト．

Gunter君の帰省先からのおみやげです．
手作りクリスマスクッキーが大量．



お土産コーナー　１２月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirDecember.html[2016/09/26 17:27:32]

お土産 １２月分

12月24日

藤田研OBの石川さんと山田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. 
今飛ぶように無くなってます. 

12月21日

Reginaさんからのスウェーデン菓子です. 
こちらはクリスマスに食べるジンジャークッキー.

おいしくいただきました. 

こちらはキャンディー.
これもクリスマスに食べるそうです.

こちらもおいしかったです. Reginaさんありがとうございます. 

12月20日

CDC土産です.
右はチョコ.

購入して下さった方も数の少なさにびっくりしてました.
さらにもうひとつ，マカデミアチョコ（左）.

定番になりつつあります.
飛ぶようになくなってしまいました.



お土産コーナー　１２月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirDecember.html[2016/09/26 17:27:32]

12月 6日

大阪に出張した伊吹君と畑中先生のお土産軍団.
左がクッキー, 右がたこ焼きスナック.

たこ焼きスナックは数に圧倒されましたが, その分１つ１つが軽かったようです.



お土産コーナー　１１月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirNovember.html[2016/09/26 17:27:32]

お土産 １１月分

11月17日

用事で静岡に行ってきた高木君が買ってきたお土産で
す.

「春華堂 うなぎパイ」 
浜松のご当地お土産うなぎパイです.

とても食べやすく、一気に食べてしまいました.
花井君が持ってきた花と共に.

11月15日

京都に行ってきたGunter君が買ってきたお土産です. 
「本家 西尾 八ッ橋」 

抹茶・黒ごま・白ごまとさまざまな味を楽しめる一品で
した.

パリパリと香ばしい、しめやかな気分になったひととき
でした.

大阪に行ってきた野村君が買ってきたお土産です. 
「丹波 黒豆だんご」と「チーズ＆チョコ プチケーキ」♪
黒豆だんごはまさに「ザ・だんご」という感食で, やわ

らかいお餅に黒豆ときなこの風味が引き立っておいしく
いただきました.

また, プチケーキは2つの味付けがあったことに気付かな
かった人も. とても食べやすい．

量が多くてとても素晴らしいお土産でした.



お土産コーナー　１１月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirNovember.html[2016/09/26 17:27:32]

11月12日

畑中先生が高知に第53回自動制御連合講演会に参加され
た際に買ってきて下さいました 

「土佐銘菓 竜馬がゆく」 
しっかりと世間に追いついています♪

栗あんの味付けが坂本龍馬のごとく立派でした.



お土産コーナー　１０月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirOctober.html[2016/09/26 17:27:33]

お土産 １０月分

10月12日

Adrian君からのドイツ土産です. 
Lebkuchenに似たような感じのお菓子です.

ノーマル，シュガー，チョコの3つの味が楽しめました♪

同じく，Adrian君からのドイツ土産です.
色々な味のチョコレートです.

個々人色々楽しみながら食べました．

10月24日

オープンキャンパスに来て下さった米村さんのお土産で
す. 

茨城土産「妹ほっかり」と「我姫ほっかり」でした.
お芋の味が生きているお菓子でした．



お土産コーナー　１０月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirOctober.html[2016/09/26 17:27:33]

10月12日

京都に旅行をしてきたEppu君からのお土産です. 
京都土産の定番の「八ツ橋」です.

さらにKitKat「こだわり」の宇治抹茶味 
を持ってきてくれました.

見た目同様, 抹茶の風味が色濃く出ていました.



お土産コーナー　９月分

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2010/souvenir/souvenirSeptember.html[2016/09/26 17:27:34]

お土産 ９月分

9月30日

畑中先生がSICE第39回制御理論シンポジウムに参加さ
れた際に

買ってきてくださいました「大阪かすたあど」です．

チョコとカスタードのブラック＆ホワイトです．
おいしく頂きました♪

9月27日

ドイツ旅行に行っていた高木君からのお土産です．
ドイツとチェコのお菓子です。

「Haribo」と書かれたカエルのグミが意外とイケていた
のは驚きました．

北海道の実家に帰省していた星君からのお土産です．
パッケージと中身の両方にカワイイクマさん☆．

中身はおいしい「バターせんべい」（固めのクッキー）
です．



お土産コーナー　９月分
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またです．
また彼です．

また彼がお土産を持ってきてくれました．
群馬県産のりんごです．

食べて良し，飾って良しの一品です．

久しぶりに藤田研に帰ってきたキャプテン(岩淵君)から
のお土産です．

ShinFactoryの高そうなプリンです．
見かけを裏切らないおいしさでした．

9月22日

左は群馬土産の「手作りせんべい」と「ラスク」です．
帰省していた須永君が地元で買ってきてくれました．

普通においしく頂きました．

右は伊勢原土産の「とうふひねり餅」です．
後藤君が山登りに行った先で買ってきてくれました．

後藤君のセンスがキラリと光る、ひねり具合の絶妙な一
品でした．



お土産コーナ　８月分
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お土産 ８月もの

以下，日記形式です．
日付は，お土産開封日です．

8月27日

鳥取に帰省した野村君が，帰ってきました．

鳥取県名産二十世紀梨のシュー（右）と二十世紀梨の
キャラメル（左）です．

おいしかったです． 野村君，ありがとう！！

8月25日

広島に帰省した岡崎君が，帰ってきました．

前回に紅葉まんじゅうのネタを使ってしまったので，今
回は「新・平家物語」だそうです．

あんこ入りロールケーキ（？）です．再び，おられな
かった方には申し訳ありませんでした．

ｍ（＿ ＿）ｍ

8月20日

北海道に旅行をした西君のお土産群です．

左より，ホタテチップス，鹿ジャーキ，昆布キャラメ
ル，生チョコサブレです．



お土産コーナ　８月分
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おられなかった方には申し訳ありませんでした．

ｍ（＿ ＿）ｍ

8月17日

運命のいたずらか，畑中先生と伊吹君のお土産の場所が
重なりました．

伊吹君の「箱根まんじゅう」と畑中先生の「箱根とうふ
クッキー」，「箱根チーズ物語」です．

夏休み真っ只中でしたので，おられなかった方には申し
訳ありませんでした．

ｍ（＿ ＿）ｍ

8月3日

畑中先生が大阪に出張をされ，その時に京都で購入され
たお土産です．

桐（？）箱梱包の手作り金平糖です．

美味しく頂きました．



お土産コーナ　７月分
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お土産 ７月もの

以下，日記形式です．
日付は，お土産開封日です．

7月5日

6月24日に畑中先生がカリフォルニア大学サンタバーバ
ラ校において，セミナーに

参加されました． その時のお土産パート１です．

もうひとつありますが，まだ未開封なので後日に報告し
ます．

7月8日

6月24日に畑中先生がカリフォルニア大学サンタバーバ
ラ校において，セミナーに

参加されました． その時のお土産パート２です．

前者がアーモンド，これはマカデミアナッツで～す．

開封後にあっという間になくなってしまいました．



お土産コーナ　６月分
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お土産 ６月もの

以下，日記形式です．
日付は，お土産開封日です．

6月28日

野村君が大阪帰りに買ってきてくれました．

お好み焼きチップスです．

全体的にマヨ味が人気でした．



お土産コーナ　５月分
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お土産 ５月もの

以下，日記形式です．
日付は，お土産開封日です．

5月6日

ゴールデンウィークに，Risvan君が伊吹君の実家にホー
ムステイしました．

Risvan君は，食べ過ぎ（？！）のために，おなかを常に
こわしていたそうです（笑）．

お土産は，甘い煎餅「バター煎餅」（左）とポテトフラ
イ「じゃがポックル」（右）でした．

伊吹君，Risvan君，ありがとぉ～っ！

5月13日

鷹羽先生が研究室訪問にいらっしゃいました．

鷹羽先生のお土産で、ケーニヒスクローネの「お茶のマ
ドレーヌ」です．

ありがとうございました！



お土産コーナ ４月分
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お土産 ４月もの

日付は，お土産開封日です．

5月14日

4月にJay君が来日した時に持ってきてくれたワインを開けました．
スパークリングワインのようで，美味しかったです♪

Jay君，ありがとうございました．

Danke!!
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