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Events 2014-2015

■ Conference, Invited Talks, Awards (学会・講演・受賞)     

3月6日

舩田くんが学生ポスターセッション優秀発表賞を受賞しました．

3月4-7日

SICE 第2回制御部門マルチシンポジウムがありました．

Click the picture!

1月1日

畑中先生が准教授に昇進されました．

12月14-17日

藤田先生，畑中先生，和佐君が

http://mscs2015.sice-ctrl.jp/
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53rd IEEE Conference on Decision and Controlに参加しました．

Click the picture!

12月10-19日

和佐君がUCLAとCaltechに訪問してきました．

Click the picture!

11月10-12日

仲野君，牧原君が第57回自動制御連合講演会に参加し，発表しまし

た．

Click the picture!

11月5日

畑中先生がSCONESでポスター発表をし、その後近隣の大学において

セミナーを開催されました．

Click the picture!

11月4日

http://control.disp.uniroma2.it/cdc2014/index.php
http://ftp.sice.or.jp/rengo57/index.html
http://sites.bu.edu/tcns/scones/
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SICEに論文が採択されました．

舩田君おめでとう．

10月29日

藤田先生がMATLAB EXPO 2014 Japanで基調講演をされました．

Click the picture!

10月15日

平成26年度東工大学生リーダーシップ賞の授賞式があり，木﨑君が

受賞しました．

Click the picture!

10月8-10日

和佐君と藤田先生が2014 Multi-conference on Systems and Controlに

参加し，和佐君は発表しました． 和佐君はBest Student Paper-Award

Finalistに選出され，受賞しました．

Click the picture!

10月6日

藤田先生がLaboratoire de Signaux et Systemesを訪問し，講演されま

した．

http://www.matlabexpo.com/jp/
http://www.eduplan.titech.ac.jp/w/register-honors/leadership/
http://www.titech.ac.jp/news/2014/028897.html
http://www.msc2014.org/
http://www.lss.supelec.fr/en
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9月23-24日

和佐君，山内君，仲野君がSICE制御部門 制御理論合宿に参加し，発

表しました．

9月22日

木﨑君が東工大学生リーダーシップ賞を受賞しました．

9月11日

藤田先生が電気学会 電力エネルギー部門 大会座談会に参加されまし

た．

Click the picture!

8月24-29日

伊吹先生がThe 19th IFAC World Congressに参加されました．

Click the picture!

8月8日

和佐君が2014 IEEE MSC Best Student Paper Award Finalist

に選出されました．

http://www.robot.kuass.kyoto-u.ac.jp/~sazuma/gasyuku/
http://www.ifac2014.org/
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8月1日

藤田先生がNSF-PEEC Workshop of Power and Energy Educationに参

加されました．

Click the picture!

7月15日

2014 MSC に論文が1篇採択されました．

6月7日

ISCIEに論文が採択されました．

山内君おめでとう．

6月3日

畑中先生がThe 2014 American Control Conferenceに参加し，発表さ

れました．

Click the picture!

4月11日

JCMSIに論文が採択されました．

■ Official Event (行事)     

http://ece.k-state.edu/research/workshops/nsf-peec/index.html
http://a2c2.org/conferences/acc2014/


Events 2014-2015 ¦ Fujita Laboratory

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/event2014.html[2016/09/26 17:23:58]

3月26日  3月26日  3月26日

   

南棟祭  修士学位記授与式  学部学位記授与式  

2月17日  2月10日  1月6日

   

木﨑くん，藤田くん，イムくんの

学士論文発表
 

仲野くん，山内くんの修士論文発

表，牧原くんの修士中間発表
 飯野さんの博士論文発表会  

11月19日  10月20日  8月22日

  

学士論文研究発表会  鈴木亮一先生のセミナー  
村尾先生，河合宏之先生，河合康

典先生のセミナー

8月7日  8月6日  8月1日

  



Events 2014-2015 ¦ Fujita Laboratory

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/event2014.html[2016/09/26 17:23:58]

山内君，仲野君の修士中間発表  Jonas君，Vesa君のYSEP発表  
Alexandros Charalambides先生の

セミナー

7月4日  7月1日  6月28日

  

向井先生のセミナー  船戸先生，小木曽先生のセミナー  創造設計第一試技会

6月12日  5月14日  4月9日

  

Reza Ghorbani先生のセミナー  長棟先生のセミナー  Gunterさんのセミナー

■ Laboratory Event (イベント)     

3月26日  3月9日  2月27日
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卒業式HFP  Siyuan君来研  B3研究室見学

2月25日  1月11日  12月26日

  

スキー旅行  昇進祝賀会  忘年会

12月25日  11月22日  12月10日

  

学生室大掃除  Paavoくんと散策  大掃除

11月12日  10月26日  10月22日
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防災訓練  伊吹さん結婚披露宴  Awards Celebration HFP

9月26日  9月11-12日  9月4日

  

Marc's Farewell Party  研究室旅行：日光周辺  Sphero and JUMPING SUMO

8月28日  8月25日  8月12日

  

Paavo's Farewell Party  8月誕生日HFP  富士登山2014

8月8日  8月5日  8月4日
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前期打ち上げHFP  Jonas and Vesa's farewell party  Paavo君来研

6月27日  6月9日  5月23日

  

高木さんご来研  5月誕生会(HFP)  Marc's Birtyday Party

5月10日  5月6日  5月2日

  

Soccer Trip to Kawasaki  Oktoberfest2014 in spring  カメラホルダ製作

4月28日  4月7日  4月2日

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140523/140523.html
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研究室の引っ越し  歓迎HFP  Marc君来日

■ Others (土産・風景)     

MARCH  FEBRUARY  JANUARY

  

DECEMBER  NOVEMBER  OCTOBER

  

SEPTEMBER  AUGUST  JULY
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JUNE  MAY  APRIL

  

© Fujita Laboratory
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SICE 第2回制御部門マルチシンポジウム

March, 4-7 , 2015

SICE 第2回制御部門マルチシンポジウムが東京電機大学で行われました．

 

ポスター発表をする舩田君です．  動画も使いながら説明しています．

 

藤田研出身の宮沢君もポスター発表していま

した．
 こちらは和佐君の発表の様子です．
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質疑応答もしっかりとこなしています．  
畑中先生はパイオニア賞受賞記念講演を行い

ました．

 

発表中の畑中先生です．  
舩田君の発表は学生ポスターセッション優秀

発表賞を受賞しました．

back

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event/2014/event2014.html
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The 53rd IEEE Conference on Decision and Control

December, 14-17, 2014

藤田先生，畑中先生，和佐君がThe 53rd IEEE Conference on Decision and Controlに参加してきました．

 

会場のJW Marriott@Los Angeles．  藤田研OBの村尾先生の発表がありました．

 

Bode LectureはDGKFの一人，Bruce Francis

先生．
 今回のBest Student Paper Award Finalists．
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Coffee Break．  Banquet．

 

Closing Receptionにて．畑中先生と同期の

東大小島先生，村尾先生と共に．
 

街はクリスマス一色．来年のCDCは大阪で開

催．

back
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和佐くんUCLAとCaltechを訪問

December, 10-19, 2014

和佐君がUCLAとCaltechに訪問してきました．出張報告です．

PostDocの堀さんと私の学部時代の同期の仲平さんのご協力のもと，Caltechを訪問してきました．

UCLA編

 

こちらのホテルに宿泊．3年前伊吹さんが宿

泊したホテルは隣だったことを発見．
 

UCLA敷地内への入り口にて．敷地内には快

適に過ごせる街がありました．
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訪問先のEngineering Blg. IV. 東工大の建物と

は桁違いの大きさです．
 

お世話して頂いた岩崎先生と共に．お忙しい

中，本当にありがとうございました．

 

岩崎先生が教える学部の授業を見学させて頂

きました．授業前の風景．
 

授業中の風景．期末試験が翌週にあるので演

習解説でした．根軌跡を扱っています．

 

休憩時間にて．学生が質問に来てみんなで考

えています．
 

Christoph君に会いに行きました．

写真はアメフトのヘルメットに用いられる緩

衝材に関する研究です．

Christoph君は航空機の研究をしています．

http://www.engineer.ucla.edu/newsroom/more-news/archive/2014/airbus-americas-donates-hi-tech-aircraft-part-to-ucla-engineering
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Christoph君がいるAjit Mal先生のグループの

PhD学生と共に研究紹介をしてもらいまし

た．中国出身のZhangさんとスペイン出身の

Vargasさんと共に．

  院生室の風景．

 

岩崎先生に機会を作っていただき，グループ

のメンバーに研究紹介をさせていただきまし

た．

 
質疑応答も四苦八苦しながら頑張りました

よ．有意義な時間でした．
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グループミーティングにも参加してきまし

た．SabaさんはCDCで話す内容を紹介しま

した．

 
岩崎先生グループのみなさん，本当にお世話

になりました．

 

この週はVisitorが非常に多く，現在MITにい

る田中さんのセミナーもありました．
 

UCLA敷地内にて．UC Berkeleyとのバスケの

試合の準備中です．設備完璧です．
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Christoph君と夕食に行こうとしたら，お目

当てのお店の前で新作映画の試写会があり，

入れず．

 
結局，近くのピザ屋さんに行きました．毎日

非常に充実した生活でした．

Caltech編

 

住宅街に佇むひっそりとした空間です．  
多くの制御関係者が居室を構える

Annunberg．

 

堀さんのAdvisorであるRichard Murray先生と

共に．
 

仲平さんのAdvisorであるJohn Doyle先生と

共に．



和佐くんUCLAとCaltechを訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/141210/141210.html[2016/09/26 17:24:08]

 

Lounge．わくわくする空間．   通路．あらゆるところにこのような空間が．

 

学食．クリスマス期間なので，学生の大半は

おらず閑散．
 

宿泊させてもらったNiangjun Chen君と共

に．

写真を撮り忘れたため具体的な様子を掲載できませんが，

出張期間中，数多くの人と出会い，様々なことを話し合い，刺激も多くありました．

研究の側面で切り取った良い文化は実現可能な範囲で自分自身，

そして日本の制御界に取り入れたいと強く感じました．

最後に今回の出張に関わった皆様に．多謝．

back
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和佐くんUCLAとCaltechを訪問

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/141210/141210.html[2016/09/26 17:24:08]



第57回 自動制御連合講演会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/141110/141110.html[2016/09/26 17:24:12]

第57回 自動制御連合講演会

November, 10-12, 2014

群馬県伊香保町ホテル天坊にて第57回自動制御連合講演会が3日間開催され，仲野君，牧原君が参加しま

した．

 

電車を乗り継いで群馬県初上陸の二名．

この後バスで会場へ向かいます．
 

仲野君の発表が初日の朝のため前日の夜から

会場のホテルに泊まりました．

 

部屋にあったパズル．

頭の体操になりました．
 

前日の夕食はビュッフェ形式でした．

牧原君は3日間体調をを崩していました．
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初日の朝．いよいよ仲野君の発表の番です．  
質疑応答の様子．ハキハキと受け答えしてい

ました．

 

初日の夜に懇親会が開かれたため2人で参加

しました．有意義な交流となりました．
  豪勢な夕食でした．

 

藤田研出身の伊吹先生と合流して部屋を移

動．前日の部屋との違いに言葉を失う2名．

「同じホテルとは思えない．」

 

2日目は発表が無かったので，色々な方の講

演を聞きにいきました．こちらは慶応大学の

滑川先生が参加されていたパネル討論．
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伊吹先生はIFACの参加報告として，世界の

研究の最前線について発表されました．
  お昼休みに会場周辺を散歩しました．

 

紅葉も見頃でした．  

3日目．いよいよ牧原君の発表．仲野君によ

るフェルメールの構図を意識した渾身の一

枚．

最後に会場入り口にて記念撮影．そのまま東

京へ帰ります．
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畑中先生のSCONES発表とアメリカ出張

Oct. 29 - Nov. 5, 2014

畑中先生がSymposium on the COntrol of NEtwork Systems (SCONES)で発表をされました．

発表の後，近隣の大学においてセミナーを開催されました．

 

U CONN Ashwin Dani先生と  ヒューマノイドロボット

 

Under Water Vehicle  U Maryland Nikhil Chopra先生と

http://sites.bu.edu/tcns/scones/
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U Illinois Urbara Champaign Soon-Jo Chung先生と  

back
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MATLAB EXPO

October, 29, 2014

MATLAB EXPOで藤田先生が講演をされました．

また，藤田研の学生も参加し，最新の技術に触れて大変楽しみました．

MATLAB EXPO 2014 Japan

のHP

 

藤田先生が講演をされた会場です．

合計で1000人程いたように思います．．
 

藤田先生の基調講演です．

CRESTについての発表でした．

 

多岐にわたる分野の協力で大きな問題を解決 もう一人の基調講演をされたSameer Prabhu

http://www.matlabexpo.com/jp/


MATLAB EXPO
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することについて話されていました．
 

さんです．

back
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東工大学生リーダーシップ賞授与式

October, 15, 2014

木﨑君が東工大学生リーダーシップ賞を受賞し，授与式に出席しました．

他の受賞者の方と触れ合い，様々なことに挑戦したいとより一層思うようになりました．

 

三島学長と記念撮影です．  
受賞者と学長，専攻長の先生方みんなで記念撮影

しました．

 

授与式の後は懇談会があり，学長に受賞したプレ

ゼンの内容を紹介しました．
 
事前に学長に話す事を知らなかったため，噛みま

くっている木﨑君．



東工大学生リーダーシップ賞授与式
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自分の番が終わり少しリラックス．   受賞者だけで集合写真を取りました．

 

面白いポーズとってと無茶ぶりを受けて相談をす

る受賞者達．．．
 

結局カメラマンさんの案により，こ

んな感じで1枚．

back
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2014 IEEE Multi-Conference on Systems and Control

October, 8-10, 2014

和佐君，藤田先生が2014 IEEE Multi-Conference on Systems and Controlに参加しました．

和佐君は発表し，Best Student-Paper Award Finalistに選出され，表彰されました．おめでとう！

 

会場のあるAntibes/Nice in France．  南仏のバケーション地として有名です．

 

空撮してみました．ヨットがすごい！  会場のAntibes Congress Center．



2014 IEEE Multi-Conference on Systems and Control
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初日の最初の発表セッションの最初に

早稲田大の岡島君が発表しました．
 

２番目のセッションで和佐君が発表しまし

た．

初めての英語での会議発表です．

 

多くのAudiencesに聞いていただいて，感

謝！

聞き取りやすい易い英語との好評でした．

 
一方で，質問に全く対応できず．

今後の課題が明確になった発表でした．

 

今年はStittgart大学のFrank Allgower先生が
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Coffee Break．フランス菓子はおいしい．  
主催されたVideo Clip Contestがありまし

た．

実に面白い．来年は日本勢も頑張らないと！

 

Banquet(Gala dinner)会場は

Marinelandという水族館でした．
 貸し切りのナイトシャチショー．

 

Banquetの最後にAward Ceremonyがあり，

和佐君が表彰されました．渡していて頂いた

方は2014 IEEE CSS PresidentのJay Farrell先

生．

 

Best Student-Paper Award Finalistsの4人．

Winnerは右端のデンマークにあるAalborg大

学のMorten Juelsgaardさん．

 

http://www.ieeecss.org/video-contest/submissions
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藤田研OBの皆さん（平田先生，河合宏先

生，向井先生，村尾先生）とともにランチ．

村尾先生撮影協力ありがとうございました．

 
とてもいい景色を目の前に打ち上げです．

お疲れ様でした！

MSC公式サイトのPhoto galleryより． 

 

佐賀大の佐藤先生と藤田研OBである工学院

大学の向井先生とともに．
 

Georgia TechのMagnus Egerstedt先生ととも

に．

 

http://www.msc2014.org/content/photo-gallery
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Banquetの最後に制御界の先駆者の皆さんで

記念写真．前列左から2番目に藤田先生も！
 

左から藤田先生の奥様（光子さん），京大の

山本先生，藤田先生，和佐君．
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電気学会 電力エネルギー部門 大会座談会

September, 11, 2014

藤田先生が電気学会 電力エネルギー部門 大会座談会に参加されました．
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IFAC 2014

August 24-29, 2014

伊吹先生がThe 19th IFAC World Congressに参加されました．

 

開催地はなんとケープタウン！都会と自然の

ハイブリッドです．
 会場のCape Town International Convention Centre．

 

１つ目の発表．慣れたもので(？)，緊張はしなかったそうで

す．
 

まだ３日目ということもあり，聴講者もたくさんいまし

た．

 



IFAC 2014
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今回はGunterさんも初めての発表だったそうで

す．
 恒例のStuttgart大学のお仲間とランチ．

 

２つ目の発表はなんとスクリーンがテレビサ

イズだったそうです...
 

すべてのセッションが終わり，テーブルマウ

ンテンに登りました(唯一の観光です)．

 

学会終了後，Gunterさんたちはレンタカーで南ア

フリカ観光へ．リアルライオン！
 ケープタウンの締めはケープペンギン！
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NSF-PEEC Workshop

August, 1, 2014

藤田先生がNSF-PEEC Workshopに参加されました．

藤田先生のスピーチです．

 

 ワークショップの様子

 

Pramod. P. Khargonekar先生を訪問  Nikhil Chopra先生を訪問
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NSF本部  Pramod. P. Khargonekar先生のオフィス

 

JSTワシントン事務所  ワシントンの様子：ホワイトハウス正面

 

ワシントンの様子：リンカーン記念塔  
ワシントンの様子3：アメリカ合衆国議会議

事堂



ACC2014

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140606/140606.html[2016/09/26 17:24:45]

ACC2014

June, 3-6, 2014

畑中先生がThe 2014 American Control Conferenceに参加してきました．

 

今回はPortlandでの開催  

前日はWorkshop"40 Years of Robust Control:

1978 to 2018"に参加しました．

John Doyle先生の講義

 

Keith Glover先生の講義  Glover先生はPlenary Lectureも
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全員参加  
畑中先生の発表です．今回は視覚センサの被

覆問題についてです．

 

終了後同じセッションの人と昼食  藤田研出身のイマンさんの発表

 

夜はSawodny先生たちと夕食  二日目の昼はランチ



ACC2014

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140606/140606.html[2016/09/26 17:24:45]

今回は藤田研OBの先生方が多数参加されていました．
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南棟祭
March 26 , 2015

3月26日夜に南棟祭がありました．
藤田研ではクレープを出しました．

始まる前に生地の準備です． 生地を焼き始めたところです．
さすがは山内くん，うまい！

南棟祭が始まり，たくさんの人が来てくれました．
作る側は大忙し．

山内くんが自作のクレープを一口．
おいしそう．

畑中先生がご家族と一緒に来てくださいました． 真剣な仲野くんと生地を見守るSiyuanくん．
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木崎くんは笑顔で接客． 盛り付けに必死な哲平くん．
藤田研クレープは大好評に終わりました．
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平成26年度 学位授与式 修士編
March 26 , 2015

3月26日に学位授与式が行われました．
山内くん，仲野くんは修士を卒業し，来年からは博士課程に進学します．

学位授与式の準備をしている山内くん． 学部生と同じ会場です．

社会人ドクターとして活躍された飯野さん． その後専攻の学位授与式に．
専攻長から学位記を受け取っている仲野くん．

学位記を見せてこの表情．
握手をしている山内くん．

二人は博士課程に進学するので，
これからも東工大に残ります．

back
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平成26年度 学位授与式 学士編
March 26 , 2015

3月26日に学位授与式が行われました．
イム君，哲平君，木﨑君の3人とも無事卒業することができました．

学位授与式の会場に入ってすぐのモニター． 学位記を受け取って，
にこやかにみんなに一言を話すイム君．

来年から藤田研の富塚君． 哲平君も緊張しつつ一言．

学位授与式の最後に全員で記念撮影！ 学位授与式が終わりウッドデッキで記念撮影．

back
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学士論文発表会

February 6 , 2015

B4の木﨑くん，藤田くん，イムくんが学士論文発表をしました．

 

いよいよ藤田研究室の発表です．  
トップバッターは藤田くん．

主張したいことをきちんと伝えていました．

 

山北先生とのディスカッション中．  

つぎはイムくんの発表．

母国語でない日本語での発表でしたが，

わかりやすい発表でした．



学士論文発表会
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質疑応答の時間もスマイルを絶やさないイム

くん．
 

最後は木﨑くんの発表．

難しい質問もありましたが，

現段階で分かっている範囲できちんと答えて

いました．

撮影班NG集 

 

突然床を撮影したい衝動に駆られた模様

撮影班「き，綺麗な床だろ(震え声)」
 

撮影班の技術と機材では彼の動きは捉えられ

ませんでした．

??「この時，一瞬家に帰ってたんですよ」
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仲野くん，山内くんの修士論文発表会，牧原くんの修士中間発表
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仲野くん，山内くんの修士論文発表会，牧原くんの修士中間発表

February 10 , 2015

仲野くん，山内くんの修士論文発表会と，牧原くんの修士中間発表がありました．

 

藤田研出身の森くんが発表をしました．

森くんも博士に進学予定だそうです．
 

仲野くんの発表です．少し緊張しているよう

でしたが，丁寧に説明していました．

 

山内くんの発表です．落ち着いて堂々と発

表していました．
 

藤田研出身の井上くんです．発表順が最後

でした．発表お疲れ様です．
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牧原くんの中間発表も同時に行われました．  
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飯野穣さんの博士論文発表会

January 6 , 2015

飯野穣さんの博士論文発表会がありました.

 

藤田先生の司会から始まりました.   最終発表を始めている飯野さんです.

 

発表が終わり、質疑応答に答えている飯野さ

んです.
  たくさんの先生方に参加して頂きました.



飯野穣さんの博士論文発表会
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藤田研の学生も全員参加しました.   質疑応答に答えている飯野さんです.
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学士論文研究中間発表会

November 19, 2014

B4の木崎くん，藤田くん，ジョンハくんが学士論文研究中間発表会で発表しました．

 

トップバッターは藤田くん．余裕のカメラ目

線．
  ＝ ( . .) ( . .)

 

２番手は木崎くん．東工大リーダーも先生方

の前では表情が固い．
  ┛ ┛ ( ・_・) ( ’ - ’)
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３番手はジョンハくん．スライドよりも格好

が気になる．
  ＿┛ ( ○ _ ○ ) ( ・-・)

伊吹先生から質問していただきました．今後の課題も見つかりましたね． 

 

中間発表後，学生室に他研究室の人たちが遊

びに来てくれました．お互いの研究内容につ

いて議論する木崎くん．いい機会でした．

 

近くのお好み焼き屋さんに行きました．みん

なお疲れ様！気持ちを入れ直して研究再開で

すね．
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鈴木亮一先生のセミナー
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鈴木亮一先生のセミナー

October, 20, 2014

鈴木亮一先生のセミナーがありました．

藤田研OBである鈴木先生も交えて，20年程前の藤田研の話で盛り上がりました．

 

藤田先生から鈴木先生のご紹介です．  
鈴木先生から今までの研究活動を

紹介していただきました．

 

次に鈴木先生が現在取り組んでいらっしゃる

研究を紹介していただきました．
 

20年前の研究室紹介ムービーを，

監督Rさんの撮影秘話とともに観ました．

藤田先生の部屋を無断で使っての撮影だっ



鈴木亮一先生のセミナー
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たとか．．．

とても楽しいセミナーでした．鈴木先生ありがとうございました．



村尾先生，河合宏之先生，河合康典先生のセミナー
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村尾先生，河合宏之先生，河合康典先生のセミナー

August, 22, 2014

村尾先生，河合宏之先生，河合康典先生のセミナーがありました．

皆さん藤田研OBということで，10年程前の藤田研の話で盛り上がりました．

 

先生方がいらっしゃって発表の準備をしてい

ます．
  藤田先生から初めにお話がありました．

 

まずは村尾先生から発表がありました．  
村尾先生の発表が終わり，休憩時間．

皆さんお土産を持ってきてくださいました．



村尾先生，河合宏之先生，河合康典先生のセミナー
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次に河合宏之先生からフロリダ大学留学の

経験談と発表がありました．
 

最後に河合康典先生からフロリダ大学への

留学体験談と発表がありました．

皆さん色々な話をして下さり，1時間程延長しましたが，大変有意義な話を聞かせていただけました．



山内君，仲野君の修士中間発表
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山内君，仲野君の修士中間発表

August, 7, 2014

山内君，仲野君が修士中間発表を行いました．

 

会場にはたくさんの人がいて，なかなかの混

雑具合でした．
 

いつカメラを向けてもピースが返ってきま

す．

 

会場には藤田研全員で！   山内君の発表の様子．



山内君，仲野君の修士中間発表
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仲野君の発表の様子．   ジョンハ君の撮影の様子．



Jonas君，Vesa君のYSEP発表
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Jonas君，Vesa君のYSEP発表

August, 6, 2014

Jonas君，Vesa君がYSEPの発表を行いました．

 

非常にいい天気です！  
発表前のVesa君．

若干緊張しているのでしょうか．

 

Jonas君はカメラを向けた途端カメラ目線の

いい笑顔に！
  藤田研みんなで発表を待ちます．



Jonas君，Vesa君のYSEP発表
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倉林先生にPaavo君が自己紹介しています．   発表の終わりには日本での思い出の写真！

 

発表を終えた二人，緊張が解けたようでし

た．
 

発表後の休憩時間に和佐君からプレゼント．

手ぬぐい二点セットです！

 

ここからYSEP修了式．

Jonas君，学長から学位記を授与されていま

す．

  Vesa君も学長より授与されています．



Alexandros Charalambides先生のセミナー
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Alexandros先生のセミナー

August, 1, 2014

Cyprus University of TechnologyのAlexandros Charalambides先生のセミナーがありました．

 

セミナーを控え雑談する藤田先生と

Alexandros先生
 

Alexandros先生のセミナーが始まりました

太陽光エネルギーに関するお話です

 

ホワイトボードも使って解説してくださいま

した
 質疑応答の時間です



Alexandros Charalambides先生のセミナー
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質問する山内君  こちらは舩田君の質問の様子



向井先生セミナー
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向井先生セミナー

7, 4, 2014

九州大学の向井正和先生にセミナーをしてきただきました．

題目は”モデル予測制御を用いた自動車の省燃費運転と衝突回避支援”です．

 

自動車の運転補助システムやモデル予測制御

といった学生にとって興味深いトピックでし

た．

 
シュミレーション結果を真剣に見つめる仲野

君と舩田君．

 

質疑応答の時間．

向井先生が藤田研OBでいらっしゃることも  
向井先生の学生時代のことに話が移ると、和



向井先生セミナー
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あり、終始和やかなムードかと思いきや...
やかな空気が一転なんて場面も．

セミナー後、先生方は夕食へ．向井先生、この

度はセミナーを開いていただきありがとうございました．
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船戸先生，小木曽先生セミナー
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船戸先生，小木曽先生セミナー

7, 1, 2014

電気通信大学の船戸先生と小木曽先生がセミナーをするために，いらっしゃいました．

 

セミナーをやってくださる船戸先生と小木曽

先生のポスターです．
 

小木曽先生と藤田先生がセミナー前に

お話をされていました．

 

船戸先生の発表です．   小木曽先生の発表です．



船戸先生，小木曽先生セミナー

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140701/140701.html[2016/09/26 17:25:21]

 

畑中先生が藤田研の研究を紹介しました．  
藤田研の学生も実験披露のために

待機していました．
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創造設計第一競技会
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創造設計第一試技会

June, 28, 2014

創造設計第一試技会が石川台3号館で開催されました．

 

今年のフィールドです．

最後の打ち合わせをしています．
 

出場選手たち．

開始まで少し退屈そうです．

 

塚越先生の素晴らしい挨拶＆ルール説明．

恒例のイメージムービーは撮り忘れました．

山北研B4の人ゴメン…

 
我が藤田研の力作．

と藤田くん．



創造設計第一競技会
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ピンポン球を根こそぎかっさらうマシン．  

伸びて高台に乗せるマシン．

ぼーっとしてたら伸びてるシャッターチャン

スを逃したのは内緒．

 

決勝は圧倒的得点力で勝ってきた選手vs頭脳

作戦で勝ってきた選手．

本田△バリのビッグマウス炸裂中．

 

結果は想像もしなかった頭脳プレイが炸裂

し，頭脳作戦勝利．

長友を彷彿とさせるスピーチが聞けました．

 

仕事を終えた藤田くん．



創造設計第一競技会
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表彰式とスピーチ．  
写真ないけど木﨑くんも頑張りました．



Reza Ghorbani先生のセミナー
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Reza Ghorbani先生のセミナー

6, 12, 2014

University of Hawaii at ManoaのReza Ghorbani先生がセミナーがありました．．

 

まずは畑中先生からの紹介です．  

Reza Ghorbani先生のセミナーが始まりまし

た．

エネルギーに関する内容です．

 

説明に熱が入るReza Ghorbani先生．  質問にも真摯に答えてくれました．



長棟先生のセミナー
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長棟先生のセミナー

May, 14, 2014

University of British Columbiaの長棟先生のセミナーがありました．

 

長棟先生の研究について

セミナーをしていただきました．
 

質問をしている舩田くん．

他にも多くの質問が出ました．

 

畑中先生による藤田研の研究紹介．  
舩田くんから実験の説明をしているところで

す．



長棟先生のセミナー
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こちらは杉本くんが説明をしているところで

す．
 

最後に学生室で談笑．

貴重なお話を聞くことができました．



Gunterさんの講演会

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140409/140409.html[2016/09/26 17:25:29]

Gunterさんの講演会

April, 9, 2014

GunterさんのセミナーとWelcome Partyがありました．

 

まずはGunterさんに藤田研の紹介をしまし

た．

和佐さんによる英語のプレゼンテーションで

す．

 
一緒にいらしたBenjaminさんに実験を体験

してもらっているところです．

 

講演会の前に学生室で歓談．

ドイツのお土産もいただきました．
 Gunterさんと和佐さんのツーショット．



Gunterさんの講演会
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藤田先生もやってきて

一緒にお話をしていました．
 

Gunterさんによるセミナーの様子です．

最先端の研究のお話をしていただきました．

 

セミナーのあとはWelcome Party．

Gunterさんとともにモツ鍋を食べました．
 

Benjaminさんもこちらのテーブル．

国際色豊かなテーブルですね．

 



Gunterさんの講演会
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こちらは日本人テーブル．

藤田先生のありがたいお話．

このあと英会話にもトライしました．

 

最後に撮った集合写真．

Gunterさん，Benjaminさんと楽しいひと時

を

過ごしました．
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卒業式HFP
March 26 , 2015

3月26日お昼にHFPを行いました．
藤田先生からお寿司をごちそうになりました．

みんなでお寿司を頂きました． 左から4人が卒業生です．
全員来年も東工大です．

M2から藤田先生へのプレゼント．
仲野くんから手渡しです．

畑中先生へのプレゼントは山内くんから渡しまし
た．

藤田先生へのプレゼントはペン立てです． 畑中先生にはペンをプレゼント．



http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150326_2/150326_2.html[2016/09/26 17:25:30]

B4からは学生室のみんなにプレゼントを渡しまし
た．

中身は空気清浄機です．
いい環境で研究も捗ることでしょう．
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Siyuan君来研
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Siyuan君来研

March, 9 , 2015

Siyuan君が来日来研しました．

 

成田空港にSiyuan君が到着．

チューターの牧原君が出迎えました．
 

Siyuan君の自己紹介．

中国出身でシンガポール国立大学からの留学

生です．

 

藤田先生に自己紹介をしているところです．  
名前を漢字で書いてもらうことになりまし

た．



Siyuan君来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150309/150309.html[2016/09/26 17:25:31]

 

漢字では沈 思源と書くそうです．

Siyuan君，これからよろしくお願いします．
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B3研究室見学
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B3研究室見学

February 27 , 2015

制御システム工学科学部3年の学生達が来年度の研究室配属に向けて，

研究室見学に来ました．

 

見学会前の様子．ちょっぴり緊張気味です．  
時間になったところで畑中先生からの説明開

始です．

 

藤田研の来年の研究テーマについて先生が

説明しています．
 

最後に木﨑くんが写真を撮ろうとしたら，

山田くんが手を振ってくれました．

山田くん，来年藤田研に来てくれることを



B3研究室見学
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楽しみにしてますね♪
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スキー旅行2015
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スキー旅行2015

February 25-26 , 2015

藤田研究室の学生と三平研の藤田 優稀くんで斑尾スキー場に旅行してきました．

 

今年の宿「ペンション オオノ」です．

前評判にドキドキしましたが，結構いい宿で

した．

 山頂の風景です．本当に絶景ですねー(棒読み)．

 

樹氷？です．この日は長野全域に濃霧注意報が発

令され，視界は4～5m程度しかありませんでし

た．

 
スキー場の動く歩道．哲平くんの後

ろに写っているのは仲野くんです．



スキー旅行2015
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夜行バス移動でみなさんお疲れの様子．  
とても人懐こい猫がいました．とてもか

わいかったです．

 

二日目は天気もよく，

景色がとても綺麗でした！(小並感)
 

リフトに乗っている藤田くんと仲野くん．

非常に楽しそうです．

 



スキー旅行2015
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これが唯一の集合写真になるとは，

この時だれも思っていなかったのである…．
 

スーパースキーヤー舩田くんです．

雪山では人格が変わると言われています．

滑っている姿はあまりに速く，

カメラに捉えたものはこれまでにありません．

 

秋田出身の哲平くん．さすがの上手さでした．  
藤田くんとネコのツーショット．

ネコかわいい！
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昇進祝賀会

January 11 , 2015

滑川先生（慶応）宅で昇進祝賀会が行われました．

参加された先生方です． おめでとうございます！！

back



忘年会
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忘年会

December 26 , 2014

12月26日に自由が丘にて忘年会を行いました．

 

忘年会開始前の様子です．

東京に来ていたPaavo君も参加してくれまし

た．

  食べ物がきたところで忘年会開始です．

 

食べながら談笑する和佐君，金君，舩田君．  
メインは鍋でした．とても美味しかったで

す．



忘年会
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仲野君のナイスピース．  
木崎君も負けじといい笑顔．

Paavo君は食べながらもカメラ目線．

 

Paavo君が買ってきてくれたお土産です．   開けるのに苦労する山内君．

 

畑中先生の昇進祝いとしてケーキのサプライ

ズを用意しました．
 

とても楽しい忘年会でした．

年が明けてからもがんばります．



忘年会
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研究室大掃除
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研究室大掃除

December 25 , 2015

研究室の大掃除を行いました．

新しい研究室に引っ越してまだ1年経っていませんが，

エアコンのフィルターや，流しの掃除，床の水拭きなど徹底的に掃除しました．

 

床を箒で掃いて，エアコンのフィルタを取り

去った状態．
 

流しの掃除と，パソコンの下までゴミを取る

徹底ぶり．

写真を撮るのも忘れて全員が必死で掃除をしていたため，

記録には残っていませんが，学生室はとっても綺麗になりました．
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Paavoくんと散策
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Paavoくんと散策

November, 22, 2014

沖縄科学技術大学院大学に留学しているPaavoくんがMaker Faire Tokyo 2014に行くため東京に来たので

遊びました．

みんなで秋葉原散策の後、上野で夕食を食べました．

 

秋葉原のメイドカフェでメイドさんにラテ

アートを書いてもらいました．

ちょっと高かったけど美味しかったです．

 

牧原くんが紹介してくれた鶏王です．

今話題の鶏白湯ラーメンを初めて食べまし

た．

 

ヨドバシカメラの前にピカチュウがいました．

http://makezine.jp/event/mft2014/


Paavoくんと散策
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横にいる赤ちゃんはピカチュウを見た途端食べら

れると思ったのか大泣きでした．

 
パンチングゲームでその日のランキ

ングに載る程のパンチ力．

 

夕食は上野の焼肉屋です．

みんなで沖縄の色々な話を聞きました．
 

Paavoくんの沖縄土産はとても美味しくてす

ぐに食べてしまいました．
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大掃除
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大掃除

November, 10, 2014

406号室の大掃除を行いました.

 

406号室の掃除をすることにまりました.   舩田さんが先に始めてくれました．

 

いい雰囲気で掃除をしました.  
畑中先生が掃除がうまく行っているかを

チェックしています.



大掃除
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どうすれば効率よく掃除ができるか会議中．  
エアコンの掃除当番をジャンケンで決めま

す．

 

結局杉本さんが頑張ってくれました.   掃除が終わり幸せな舩田さんです.
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防災訓練
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防災訓練

November 12, 2014

防災訓練がありました．

 

防災訓練で皆さんが芝生広場に集まっていま

す．
  藤田先生も参加しました．

 

畑中先生も参加しました．   南５号館はここで集まるようです．



防災訓練

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/141112/141112.html[2016/09/26 17:25:46]

 

舩田さんを含め皆が楽しく真剣に参加しました．  
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伊吹さん結婚披露宴
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伊吹さん結婚披露宴

October, 26, 2014

藤田研OBの伊吹さんがご結婚され，披露宴が催されました！！おめでとうございます！

 

藤田研OBの左から杉山さん，須永さん，後

藤さん，花井さん．
  畑中先生ご家族．

 

藤田先生ご夫妻の入場．  
現役生を代表して和佐くん，仲野くん，山内

くんも参加しました．



伊吹さん結婚披露宴
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さすがの岩渕さん遅刻．式場スタッフさんも

焦ってました．
 

いよいよ新郎新婦入場！新婦さんに見惚れて

しまいました．

 

まずは新郎のご挨拶．緊張した面持ちです．  
続いて来賓のご挨拶．新郎側はもちろん藤田

先生！

 

乾杯のご挨拶は三平先生が！２人の大先生に

挨拶を頼むとはさすが伊吹さん(何て恐れ多

いことを...)

  ケーキ入刀！



伊吹さん結婚披露宴
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皆さんに祝ってもらえてとても嬉しそうでし

た．
  大先輩の村尾先生にも祝ってもらいました．

 

全員集合！  
お色直し後は各卓写真です．まずはご来賓の

先生方と．

 

続いて藤田研メンバーと．  
姉妹デュオを披露していただきました！息の

あった演奏はとても素晴らしかったです．



伊吹さん結婚披露宴
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なんと！挙式はハワイで挙げたそうです．   白が決まってます．

 

いや～お熱いですね～(飽)   どこに向かうんでしょうね～．
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Awards Celebration HFP
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Awards Celebration HFP

October, 22, 2014

和佐君と木﨑君の受賞を祝うHFPを行いました．

 

今回はGateaux naturels Shu(ガトーナチュ

レールシュー)と亀屋万年堂にて購入しまし

た．

 
「もうケーキは飽きたよね」という和佐君の

提案で今回は様々なお菓子でした．

 

こんな感じ．   受賞した二人で記念撮影．



Awards Celebration HFP
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Marc's Farewell Party
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Marc's Farewell Party

September, 26, 2014

Marc君のFarewell Partyを行いました．

 

Marc君がみんなのために作ってきてくれま

した！

グラタン風でとても美味しかったです．

 
みんなで乾杯！

Marc君に教えてもらったラムコークです．

 

先生方と楽しく談笑をするMarc君．  
Marc君の友達も来てみんなで楽しい時間を

過ごしました．



Marc's Farewell Party
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杉本君は早くも酔いつぶれてしまいました．

ラムコークが美味しくて飲み過ぎてしまった

とのことです(2杯)．

 
ブレゼント交換

ふたりともいい笑顔です！

 

ここで問題が発生したようです！

写真をよく見ると名前が…．
 急いで作りなおす舩田さん…．

 

気を取り直して，改めて舩田さんから学位記

の授与です！
 色紙を畑中先生から贈呈！



Marc's Farewell Party
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週明けの29日にMarc君は友達と最後に研究

室に来てくれました．．
 最後に舩田さんとのツーショット．
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研究室旅行：日光周辺

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140912/140912.html[2016/09/26 17:25:56]

研究室旅行：日光周辺

September, 11-12, 2014

和佐君，牧原君，木崎君，哲平君の4人で日光・鬼怒川温泉へ旅行に行きました．

 

レンタカーを借りていざ日光へ．

和佐君の運転で出発です．
 

初日お昼ごはんです．

名物佐野ラーメン．

 

佐野プレミアム・アウトレットでお買い物．   運転を牧原君に交代し，この日の宿へ．



研究室旅行：日光周辺

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140912/140912.html[2016/09/26 17:25:56]

 

宿に到着です．

何かの間違いか，4人には広すぎる部屋．
 

温泉に入ったあとは部屋でゆっくりくつろぎ

ました．

 

せっかくなのでと栃木の日本酒と焼酎を．  
2日目朝，鬼怒川と旅館をバックに記念撮

影．

 

2日目は日光，中禅寺湖周辺を散策しまし

た．

写真は竜頭の滝．
 

戦場ヶ原も散策しました．

ここでも最後に記念撮影．



研究室旅行：日光周辺
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岩が竜の頭に見えるとのこと．
楽しい旅行でした．
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Sphero and JUMPING SUMO
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Sphero and JUMPING SUMO

September, 4, 2014

SpheroとJUMPING SUMOというロボットを購入しました．

これからこの2種類のロボットを用いて，新しい実験環境を構築していきます．

 

こちらがSpheroになります！

読み方はスフィロですよ！
 

野球のボールほどの大きさで，

様々な動きをするかわいいロボットです．

まだまだ始まったばかりでわからないことば

かりですが，

すでに愛着が湧いてきています．

 



Sphero and JUMPING SUMO
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こちらがJUMPING SUMO！

東工大の他の研究室のビデオで見たことがあ

りそうなロボットですね．

 

今しがた到着したばかりの未知のロボットで

す．

バッテリーを入れたら勝手に色々鳴り始め

早く自分を動かしてくれと言われているよう

な気分になりました．

Spheroのムービーはこちらをクリッ

ク！
 

JAMPING SUMOのムービはこちらをクリッ

ク！
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Paavo's farewell party
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Paavo's farewell party

August, 28, 2014

Paavo君のFarewell Partyを行いました．

 

お菓子をたくさん買ってfarewellpartyの準備

です．
 

藤田先生からPaavo君へ，みんなからの色紙

を渡しました．

 

TAだったキム君からもPaavo君へプレゼント

を渡しました．
 

中身はUmbrellaBottleという傘の方とを模し

た水筒です．



Paavo's farewell party
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和佐君とPaavo君で色々と話しています．  みんなでお菓子を美味しく食べました．

 

farewellpartyの後は，Paavo君と晩御飯を食

べに行きました．
 

集合写真です．Paavo君に扇子をプレゼント

しました．
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8月誕生日HFP
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8月誕生日HFP

August 25, 2014

8月誕生日のHFPをしました．

 

哲平くんと木﨑くんが

ケーキを用意しています。
  畑中先生は喜んでいました。

 

藤田先生も祝いに来てくださいました。  
8月誕生日の主役の畑中先生と木﨑くんです

お誕生日おめでとうございます！



8月誕生日HFP
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HFPは良い感じで行われました。  
いつも良い雰囲気を作ってくれる

仲野さんと舩田さんです!
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富士登山2014
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富士登山-2014-

August, 12-13, 2014

藤田研のメンバー5人で富士山に登りました．昨年に引き続き2度目の企画となりました．拡大版でその

様子をお送りします．

 

18:00．新宿駅から富士5合目までバスで向か

います．今年はナイトハイクで御来光を目指

します．

 
20:50．登山開始．左から山内君，Paavo

君，Marc君，牧原君，Vesa君．

 

21:15．6合目まではあっという間でした．吉

田ルートはここから険しくなっていくとのこ

と．先行く人々の明かりが遠い．．．

 
20:30．7合目の小屋で休憩．まだ余裕(？)の

表情の3人．



富士登山2014
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膨らむ包装．中学生の理科を思い出します．  
Mapを手に作戦会議．少しハイペースのため

ここから先はゆっくりと登ることに．

 

23:40．8合目にて．流石の山内くん，余裕で

す．ここで，強風が吹き出したため天候の回

復を待ちました．

 

翌日4:20．いつの間にか頂上の山小屋に到

着．夜明けまで少し時間があったので小休憩

を．

 

冷たい風に体力を奪われみなぐったりしてい そうしている間にも外は段々と明るんでき



富士登山2014
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る様子．
 

て．．．

 

日の出の時．   逆光のVesa君．

 

青空が広がり一同達成感に満たされます．   2日ぶりの晴れとのことでした．

 

頂上で記念撮影．一生の思い出になりまし

た．
  さて下山です．



富士登山2014
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下山には3時間かかりました．   帰るまでが遠足です．



前期打ち上げHFP
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前期打ち上げHFP

8, 8, 2014

前期の打ち上げパーティを行いました．

 

ピザと飲み物を買ってきて，前期打ち上げ

パーティを行いました．
  準備も整って乾杯です．

 

ひとしきり食べたり飲んだりしたころには小

さなグループができていました．
  楽しそうにピースをする仲野君と哲平君．



前期打ち上げHFP

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140808_2/140808_2.html[2016/09/26 17:26:02]

 

畑中先生を交え真面目な話(?)をする場面

も…
  これは一体誰でしょう！？

 

実はJonas君とVesa君が研究室に来るのはこ

の日が最後でした．少し寂しくなります．
 

杉本君が最後に記念撮影．

Jonas君，Vesa君お疲れ様でした．
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Jonas and Vesa's farewell party

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140805/140805.html[2016/09/26 17:26:03]

Jonas and Vesa's farewell party

August, 5, 2014

Jonas君とVesa君のfarewell partyを行いました．

 

チューターの山内君と仲野君からJonas君とVesa君

にプレゼントをしました．
 

Jonas君とVesa君からお世話になった西山さ

んへプレゼント．

 

藤田先生からJonas君へ学位記が授与されま

した．
 Vesa君も学位記を授与されました．



Jonas and Vesa's farewell party
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プレゼントを持った畑中先生と記念撮影！  藤田先生と三人で記念撮影．



Paavo君来研

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140804/140804.html[2016/09/26 17:26:04]

Paavo君来研

August, 4, 2014

Paavo君が来研し，研究室に新たなメンバーが増えました．

 

本日，Paavo君が来研しました   まずは互いに自己紹介

 

まだ少しぎこちない様子   これからよろしくお願いします！



高木さんご来研
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高木さんご来研

June, 27, 2014

藤田研OBの高木さんが学生室にいらっしゃいました．

 

就活のことや当時の藤田研の雰囲気(今とは

だいぶ違った!?)など様々なトピックについて

伺うことができました. 貴重なお話ありがと

うございました．またいらして下さい!!

  お土産に頂いた京のこるね．一瞬で空箱に．



5月誕生日会(HFP)
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5月誕生日会(HFP)

6, 9, 2014

5月生まれの方の誕生日会を行いました．

 

5月に誕生日だったのは奥の3名！

西山さん，和佐くん，キムくんです．
 

和佐くんが買ってきてくれたケーキを二人で

準備しています．

 

研究室のみんな15名でお祝いをしました．  
和佐くんの買ってきてくれたケーキです．

とっても美味しかったです．



5月誕生日会(HFP)
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ケーキだけでなくクッキーもありました．

これもまたとても美味しかったです．
 

ケーキ屋さんの写真．

大変有名なお店で尾山台にあります．
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Soccer trip to Kawasaki
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Soccer trip to Kawasaki

May, 10, 2014

We went to J.League match Kawasaki Frontale (4) vs. Kashima Antlers (1).

 

Kizaki-kun,Wasa-kun,Marc-kun  Warm up Kawasaki

 

Mascots  Kawasaki's supporters



Soccer trip to Kawasaki
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Kashima's supporters．  Discussion during the game．



Oktoberfest2014 @お台場
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Oktoberfest2014 @お台場

May, 6, 2014

藤田研の人たちでオクトーバーフェストに行ってきました．

Marcくんの提案で企画をし，当日はJonasくんの友達と，

Vesaくんの弟くんが来て非常に国際色豊かなお祭りになりました！

日本のビールとは全く違い，甘いビールや白く濁っている白ビールを飲めたのは非常にいい経験となり

ました．

 

早速ドイツビールに挑

戦！
 

テント内のライブはお酒も入り

会場は大盛り上がりです．

 



Oktoberfest2014 @お台場
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Marcくん，Jonasくん，和佐くんも

楽しそうにしています．
 

OKtoberfestに参加したメンバーで集合写

真．

Jonasくんの友達のNadineさんは

ここでお別れしました．

 

山内くん大好きなガンダ

ムと同じポーズで撮影．
 
お台場の後は渋谷に移動しGermanレストラ

ン．

 



Oktoberfest2014 @お台場
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本日二度目の乾杯！  

ピリ辛のソーセージ美味しかったです．

プレッツェルやチーズ，オリーブも頂きまし

た．

 

ドイツの美味しい白ビー

ルです． 日本のビールを

水のようだという Marc

くんの気持ちがわかりま

した．

  Jonasくん

 



Oktoberfest2014 @お台場
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山内さん飲み過ぎて

木﨑くんに介抱されてます.
 

楽しい時間というのはあっという間に

過ぎてしまうものですね．

奥のジョッキは1L入っています．



カメラホルダー製作

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140502/140502.html[2016/09/26 17:26:15]

カメラホルダ製作

May, 2, 2014

カメラホルダを製作しました． 

研究室配属の歓迎会にてものつくりサークルに所属していたと言ったところ，

それならものつくりしてもらおうかな！ということで，カメラホルダの製作することになりました！

2年ぶりにInventor（3DCAD)を使用して設計したり，3Dプリンタの講習を受けてなんとか製作しました．

 

ネットでデータシートを見つつ，

Inventorで設計します．
 設計終了時のワイヤーフレーム

 

3Dプリンタ稼働開始！．  
印刷終了！

材料の劣化で表面が多少凸凹に…



カメラホルダー製作
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稼働時間はなんと15時間54分！  表面をこれからヤスリます．

 

タップでネジ穴を開けて，

固定用の治具をこれから作ります．
 

スペイサを取り付け，

金属を加工し，完成しました！

 

山内くんの協力で取り付けです．

美味しいところを取られた気分…
 なんとか取り付け完了！



カメラホルダー製作
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アップで撮るとこんな感じ！

想像していたよりもうまく出来ました！
 無事製作を終えて満足気な木﨑くんです．

なんとかうまく作れて良かったです．

末永く使っていただきたいと思っています．



研究室の引っ越し

http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/140428/140428.html[2016/09/26 17:26:17]

研究室の引っ越し

April, 28, 2014

研究室の引っ越しがありました．

 

引っ越しの作業が始まりました．  
引っ越しの作業で疲れている和佐さんの姿で

す．

 

段ボール箱がこんなにいっぱい出来ました．  
新しい学生室．

まだ何もありません.



研究室の引っ越し
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荷物が積み始めました．  
まだ机は残っているます．

これでこの部屋は最後です．

 

棚など重いものは

業者さんに運んで頂きました．
  あいた部屋はきちんと清掃を終えました．

 

荷物が全部運ばれた



研究室の引っ越し
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新しい学生室の姿です．
  早速作業開始．

 

気合を入れて頑張るところです.  
荷物を全部元の位置に戻し

引っ越しの作業は無事に終わりました．



歓迎FFP
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歓迎FFP

April, 7, 2014

新B4とMarc君の歓迎会をしました．今年度は4人のメンバーが新しく加わりました．

 

藤田研に新しく配属されたB4学生の皆さ

ん．

これからよろしくお願いします．

 
留学生のVesa君にも自己紹介．

早速，国際的な藤田研を体感しています．

 

ドイツからの留学生Marc君．

ドイツ語と日本語を教え合うという

提案にみんな興味津々．

 
こちらは韓国からの留学生林君．

「イム」と読むそうです．



歓迎FFP
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自己紹介の時間．

木崎君はマイスターの部長経験者とのこと．

これで藤田研も実験機を自作できる？

 

2人目は藤田君．

なんて呼ぶかで戸惑う一同．

ニックネームは「藤哲」とのこと．

 

3人目は林君．

これで研究室内で聞ける言語に

韓国語が追加されました．

 

4人目はMarc君．

半年間研究やそれ以外の面でも

よろしくお願いします．

 



歓迎FFP
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Senior メンバーも大いに楽しんでいます．  

総勢15名で大いに盛り上がりました．

新メンバーの皆さん，よろしくお願いしま

す．



Marc君来日
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Marc君来日

April, 02, 2014

 

ドイツから30時間の長旅お疲れさまです．

Herzlich willkommen in Japan !!
 

チキンが好きとのことで，日本初の食事は

かしわ南蛮．気に入ってくれたようです．



お土産・季節 1月
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お土産・季節のたより １月

1月5日

山内くんが帰省した際に買ってきてくれたお

土産です．

黄身餡が包まれたおまんじゅうで，

甘さもちょうどよくとても美味しかったで

す．

山内くん，ご馳走様でした．

1月5日

哲平くんが帰省した際に買ってきてくれたお

土産です．

秋田県ではとても有名なおかきで，

とても美味しかったです．

哲平くん，ご馳走様でした．

1月5日

岡崎さんが来研したときに買ってきてくだ

さったお土産です．

川通り餅は一口サイズの素朴な味のお餅で，

とても美味しかったです．

はっさくゼリーもさっぱりしていて美味し



お土産・季節 1月
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かったです． 岡崎さん，ご馳走様でした．

1月6日

舩田くんが旅行に行った際に買ってきてくれ

たお土産です．

岩手の銘菓で，とても美味しく，

研究室内でも大人気でした．

舩田くん，ご馳走様でした．

1月6日

牧原くんが帰省した際に買ってきてくれたお

菓子です．

栃木のレモン牛乳をラングドシャにしたお菓

子で，

とても美味しかったです．

牧原くん，ご馳走様でした．

1月13日
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舩田くんが家から持ってきてくれたお菓子で

す．

いろいろな種類のおかきが入っていていろん

な味が楽しめます．

とても美味しかったです．

舩田くん，ご馳走様でした．
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お土産・季節のたより １２月

12月3日

和佐さんがCDCに参加された際に

買ってきてくれたチョコレートになります。

HERSHEY'Sのチョコレートは一袋でも食べご

たえのあるボリュームで、

学生みんなで美味しくいただくことができま

した。

和佐さん、ご馳走様でした。
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お土産・季節のたより １１月

11月19日

仲野くん，牧原くんが自動制御連合講演会に

参加した際のお土産です．

湯乃花饅頭は温泉まんじゅうとして有名なお

菓子です．

ちょうどいい甘さでとても美味しかったで

す．

仲野くん，牧原くん，ご馳走様でした．

Paavoくんが来研した際に買ってきてくれた

お土産です．

沖縄らしいお土産を3つも買ってきてくれま

した．

どれもとても美味しかったです．

Paavoくん，ご馳走様でした．
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お土産・季節のたより 10月

10月31日

難波さんが来研した際に買ってきて

くださったお土産です．

シンガポールのマーライオンの形をした

チョコレートです．

とても美味しいお菓子でした．

難波さん，ご馳走様でした．

10月9日

和佐くんがMSCに参加した際に買ってきてく

れたお土産です．

チョコレートのお菓子とフルーツのソフト

キャンディを買ってきてくれました．

日本のものとは少し違う海外のお菓子で，と

ても美味しかったです．

和佐くん，ご馳走様でした．
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お土産・季節のたより 9月

9月10日

哲平君が秋田の実家に帰省したときに 買っ

てきてくれたお土産です．

初めてみる見た目で最初は驚きましたが，

食べてみると 山葡萄のゼリーでとても美味

しかったです．

哲平君，ご馳走様でした．

9月10日

キム君が韓国に帰省した時に，買ってきてく

れたおみやげです．

お餅のような食感のチョコレートで美味し

かったです．

キム君ごちそうさまでした．

9月12日

ジョンハ君が伊東に行った時に買ってきてく

れたおみやげです．

伊東で売ってるホールインというお菓子で，

温泉でゆでた卵の黄身を使用した餡をホワイ

トチョコでコーティングしてあります．

銘菓と言われて納得の美味しさでした．

ジョンハ君ありがとうございました．
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9月12日

研究室旅行で日光に行った時に買ってきてく

れたお土産です．

カリッと食感の細かく砕いたおせんべいを甘

酸っぱい苺チョコでくるんだお菓子でした．

口に入れるとふわっと広がるふんわりと甘い

イチゴの香りが非常に印象的でした．

ごちそうさまでした．

9月22日

木﨑君が長野に旅行に行った時に買ってきて

くれたお土産です．

そば粉を用いて作られた団子に，とろっとし

ためんつゆ風味のタレが包み込まれており，

口に含み味わうと団子とタレが混ざり合い，

正にざるそばを食べてる気分になりました．

木﨑君，ごちそうさまでした．

9月24日

和佐君と仲野君と山内君が，制御合宿で新潟

に行った際に買ってきてくれたお土産です．

ひねったよもぎ餅にあんこが入っており，と

ても美味しかったです．

制御合宿に行った皆さん，ごちそうさまでし

た．
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お土産・季節のたより 8月

8月21日

仲野くんが実家に戻った際に買ってきてくれ

た

お土産の夏みかんパイです。

山口といえば夏みかん。

夏みかんの香るサクサクの生地が絶妙でし

た。

仲野くん、ご馳走様でした。

8月21日

村尾先生、河合宏之先生、河合康典先生が

藤田研の現役学生のためにお土産を持ってき

てくださいました。

上の写真は世界的に活躍するパティシエであ

る辻口シェフによるYUKIZURI。

とても上品なお菓子で美味でした。

下の写真は富山の銘菓しろえび紀行。こちら

もとても美味で、なくなるまであっという間

でした。

村尾先生、河合宏之先生、河合康典先生、

ご馳走様でした。
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お土産・季節のたより 7月
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お土産・季節のたより 6月

6月2日

イムくんが伊豆に旅行に行った際に

持ってきてくれたお土産です。

ニューサマーオレンジケーキという

洋菓子でした。 ニューサマーオレンジは

日向夏ともいい、伊豆の特産だそうです。

美味しかったです。 イムくん、ご馳走様で

した。

6月10日

畑中先生がACCに参加された際に

買ってきてくれたお土産です。

ギリアンチョコレートというベルギー産の

高級チョコレートです。 

貝殻を模した形に口どけが絶妙なこのミルク

チョコレートはとても美味で，争奪戦が起き

るほどでした。

畑中先生、ご馳走様でした。

6月10日

牧原くんが仙台に旅行に行った際の

お土産です。

ド定番のお菓子ですが，やはり定番となるだ

けあって美味しかったです。

しつこくない中のクリームが絶品でした。
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牧原くん，どうもご馳走様でした。

6月27日

高木さんが研究室にいらした際に、

いただいたお土産です。

京のこるねdeこるねというお菓子で、

カラフルな見た目が印象的でした。

サクッとする生地に内側のしっとりした

クリームが絶妙でした。

高木さん、どうもご馳走様でした。
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お土産・季節のたより 4月

4月9日

ドイツからセミナーに来てくださった

Gunterさんからのお土産です．

クッキーのようなたまごポーロのようなお菓

子と

グミのようなお菓子，金色のうさぎの形をし

た

チョコレートです．

とても可愛らしいうさぎですね！

(道中壊れてしまったそうですが…)

Gunterさんごちそうさまでした．


	www.fl.ctrl.titech.ac.jp
	Events 2014-2015 | Fujita Laboratory
	SICE 第2回制御部門マルチシンポジウム
	The 53rd IEEE Conference on Decision and Control
	和佐くんUCLAとCaltechを訪問
	第57回 自動制御連合講演会
	畑中先生のSCONES発表とアメリカ出張
	MATLAB EXPO
	東工大学生リーダーシップ賞授与式
	2014 IEEE Multi-Conference on Systems and Control
	NSF-PEEC Workshop
	IFAC 2014
	NSF-PEEC Workshop
	ACC2014
	http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150326_4/150326_4.html
	http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150326_3/150326_3.html
	http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150326_1/150326_1.html
	学士論文発表会
	仲野くん，山内くんの修士論文発表会，牧原くんの修士中間発表
	飯野穣さんの博士論文発表会
	学士論文研究中間発表会
	鈴木亮一先生のセミナー
	村尾先生，河合宏之先生，河合康典先生のセミナー
	山内君，仲野君の修士中間発表
	Jonas君，Vesa君のYSEP発表
	Alexandros Charalambides先生のセミナー
	向井先生セミナー
	船戸先生，小木曽先生セミナー
	創造設計第一競技会
	Reza Ghorbani先生のセミナー
	長棟先生のセミナー
	Gunterさんの講演会
	http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150326_2/150326_2.html
	Siyuan君来研
	B3研究室見学
	スキー旅行2015
	http://www.fl.ctrl.titech.ac.jp/event_old/2014/150111/150111.html
	忘年会
	研究室大掃除
	Paavoくんと散策
	大掃除
	防災訓練
	伊吹さん結婚披露宴
	Awards Celebration HFP
	Marc's Farewell Party
	研究室旅行：日光周辺
	Sphero and JUMPING SUMO
	Paavo's farewell party
	8月誕生日HFP
	富士登山2014
	前期打ち上げHFP
	Jonas and Vesa's farewell party
	Paavo君来研
	高木さんご来研
	5月誕生日会(HFP)
	Soccer trip to Kawasaki
	Oktoberfest2014 @お台場
	カメラホルダー製作
	研究室の引っ越し
	歓迎FFP
	Marc君来日
	お土産・季節 1月
	お土産・季節 12月
	お土産・季節 11月
	お土産・季節 10月
	お土産・季節 9月
	お土産・季節 8月
	お土産・季節 5月
	お土産・季節 6月
	お土産・季節 4月


