
 

 

１．境ゼミナール構成 
２．活動内容 
３．2019年度就職内定先 
４．卒業論文テーマ 
５．卒業・修了 

2020年4月 改訂版 
 ※参考 2019年11月第6回境ゼミ交流会 
       同年12月ゼミナール大会 資料 

成城大学 経済学部 経営学科 
 



  ＝＝,現代公益学会（副会長） 

 ＝＝ 

日本大学 

専門分野 経営学（経営管理論，芸術経営論），法学（会社法，民事訴訟法） 

担当科目：<学 部>経営管理論，ベンチャービジネス論，総合講座Ⅱ「創造と変革の原点」，社会構造論Ⅱ「ネットワークと組織」 

        <大学院>経営管理論研究，中小企業論研究 

最近の研究テーマ １．企業紐帯と企業業績（企業価値）との関係についての研究 ［組織間関係，提携，Ｍ＆Ａ，社会ネットワーク］  

２．法と経営学についての研究 ［経営管理，コンプライアンス，リスクマネジメント，ブランドマネジメント，会社法］  

３．公益の概念および事業に関する研究／実践 ［経営哲学，公益事業，公益活動］  

４．生活協同組合（生協）に関する学際的研究 ［経営学，法学］  

５．農商工連携に関する研究＆実践 

６．アート*とプロデュース・マネジメントに関する研究／実践 ［価値創造，経営創造］  *芸術（イベントを含む），技術，特許など。 

研究内容 
１．経営学に関する理論および実証研究  

２．法学（経営に関連する民商法）に関する判例研究  

著書 

『現代企業論 －経営と法律の視点－ 第 5 版』文眞堂，2015 年  『法と経営学序説－企業のリスクマネジメント研究－』文眞堂，2005 年 

『企業紐帯と業績の研究－組織間関係の理論と実証－』文眞堂，（第２刷）2009 年 

『今日からあなたもプロデューサー』レッスンの友社，2009 年   『アグリ・ベンチャー 新たな農業をプロデュースする』中央経済社，2013 年 

『アートプロデュースの現場』2010年  『アート・プロデュースの仕事』2012 年  『アート・プロデュースの未来』2015 年，いずれも論創社 
 

略歴 1984 年-1999 年 日本長期信用銀行調査役，長銀ビジネスサービスチーフスタッフ 

1984 年，慶應義塾大学経済学部卒業 

1992 年，1994 年 筑波大学大学院経営・政策科学研究科修了 修士（経営学，法学） 

1997 年，横浜国立大学大学院国際開発研究科博士課程後期修了 博士（学術） 

1999 年 4 月－2007 年 3 月 東京家政学院大学人文学部および大学院人間生活学研究科 助教授 

2007 年 4 月－2010 年 3 月 成城大学経済学部および大学院経済学研究科 准教授 

2010 年 4 月－             同                         教授 

筑波大学大学院，東北公益文科大学大学院，中央大学大学院，法政大学，桐朋学園大学，フェリス女学院大学，日本大学 各兼任講師（歴任を含む） 

所属学会 組織学会，国際ビジネス研究学会，日本ベンチャー学会，経営学史学会，現代公益学会（副会長），日本協同組合学会 

日本アートマネジメント学会，経営哲学学会，日本私法学会，国際戦略経営研究学会 

 

            ■ 境 新一 [Sakai Shin-ichi] プロフィール ■   

（注）Wikipediaに類似した記載があります
。 

 

   ◎著書続 『アート・プロデュース概論 経営と芸術の融合』（中央経済社，     
      2017年） 
      『アグリ・アート 感動を与える農業ビジネス』（同，2020年） 
             

 
 
 
 
 
 
  



・ 大学基準協会・大学評価委員会分科会委員（2009年～2013年，2016年）  

・ 町田市産産業祭・実行委員（2005～2007年） 

・ 経営塾コメンテーター（2005年～，さがみはら産業創造センター SIC） 

・ 生活協同組合パルシステム千葉・理事（2006～2009年，有識者理事） 

・ 新連携体構築支援・指導（2007年 経済産業省・関東経済産業局，さがみはら産業創造センター） 

・ 農商工連携等人材育成事業・講師（2010年，NPO経済活動支援チーム） 

・ 地方銀行のビジョン策定研修・講師（2010～2011年，リッキービジネスソリューションズ，八十二銀行） 

・ 厚木農商工連携等人材育成事業・委員長（2011～2012年，厚木商工会議所，経産省，農水省） 

・ 厚木農商工コラボレーション研究会・委員長（2012～2013年，厚木商工会議所） 

・ 成城 学びの森コミュニティーカレッジ講師（2008年～, 於 成城大学, 生涯学習） 

・ 成城大学グローカル研究センター主催／公開シンポジウム＜文部科学省助成事業＞ 

  「公開シンポジウム／東日本大震災後のコミュニティとその変革」主宰（2012年11月 成城大学） 

・ 世田谷区まちなか観光協議会，指定管理者選考委員会（2013年～ 世田谷区，相模原市 委員長） 

・   成城学園創立100周年記念・現代公益学会シンポジウム「文化創造と公益」主宰（2017年5月） 

・ 第９回砧地域ご近所フォーラム2019 実行委員長 

・ 現代公益学会 副会長（2014年～） 

・ 境企画 代表（非営利任意団体，イベント企画制作／ＣＤレーベル主宰，1996年～） 

 

2005年～2019年 社会活動，社会貢献ほか 



 こんにちは！ 私，ゼミナールを担当させていただく境 新一です。 

専門分野は，経営学（経営管理論，事業創造論，芸術経営論），法学（ 

民商法，民事訴訟法），ならびに，学際研究（複合領域の研究）です。 

講義を始めるにあたり，まずは，新型コロナウィルスが世界を席巻し， 

日本でも全国に緊急事態宣言が出される状況に至り，私自身，大学人と 

して何ができるのか，真剣に向き合う日々です。間違いなく言えること 

は，社会的弱者に悪影響を与えないためにも，自分が罹患しない防御を 

することに尽きます。 

 ただ，この状況は永遠に続くことはないわけで，今は一人一人の責任を 

果たしつつ，将来に備え力を蓄えるときだと思います。皆さん，自己に 

備わっている無限の可能性を信じて，頑張っていきましょう！ 

  

 この資料がゼミ選びに役立てば幸いです！ 

はじめに 



1.  境ゼミナール構成 

２年生   21名 

３年生   19名 

４年生   22名 

大学院生   2名（現，累積13名） 

 

 

同年12月に 

境ゼミでは，若い学部生から熟年（70歳）の 
卒業生・社会人まで幅広く活躍しています！ 



境ゼミ生とサークル 

3年 村山司音 君 
    レストロアルモニコ管弦楽団 
 

4年 依田隼斗 君（左）  
    五十嵐健人 さん（右，本年3月卒業） 
    硬式庭球部 

3年 櫻井理沙さん 
    応援団チアリーダー部 



主な留学先  
 
• ルーベン・カトリック大学（ベルギー） 

• カリフォルニア大学（サンバーナディーノ校 米国） 

• ウィスコンシン大学（ミルウォーキー校 米国）  

• オレゴン大学（米国） 

• シェフィールド大学（英国） 

• クイーンズランド大学大学院（修士課程 マーケティング専攻 オーストラリア） 

• ブラッドフォード大学ビジネススクール(MBA 英国) 

• ストラスブール大学(フランス) 

• ニューカッスル大学(オーストラリア) 

• アルバータ大学(カナダ) 

 
 卒業生 高木生太 さん（上，PwC 勤務） 
 卒業生 笹川舜介 さん（左，マーケティング 
                     コンサルタント） 



２． 活動内容 

境ゼミ 

プロジェクト 

jiji 

ゼミ大会 

文化祭 

成城 

商店街 

小田急 

コラボ 

合同ゼミ 
世田谷 

まちなか研究会 

 

はら畑 

法政コラボ 

OBOG会 

シンポジウム 

 境教授 / 担当科目 
  専門分野：経営学，法学 

 ・経営管理論 
 ・ベンチャービジネス論 
 ・社会構造論Ⅱ，総合講座Ⅱ 

 ・アート・プロデュース論 
   など学際，複合領域の研究 

 境ゼミの特徴 
・プロデュース 
・フィールドワーク 
 による体験ゼミ＊ 
・イメージ／物語構築 
・産-学-公連携 
・プロジェクト展開 

＊2020年度は特殊な環境下にあるため，  
 フィールドワークに代わる，イメージ／シナ  
 リオ・物語構築の技法を生かした学習 
 スタイルをとります。 



２－１ 担当講義 
◎ゼミ：  
   

・2年生 

 まず前期に『現代企業論』（境）などの要約，経営学の基礎固めを行います。基礎数学， 

ビジネス英語，文章作法，SDGs，発想法などについても学習します。後期にはプレゼン 

テーションや，文化祭にて研究発表の展示を行います。また商店街などにフィールド 

ワーク，記事執筆（日本語，英語）や企業への課外活動も行います。随時，留学相談あり。 

     

・3年生 
 『アート・プロデュース概論』『アグリ・アート』（いずれも境），論文やジャーナル 

要約を行うと共に，理系コラボ（法政デザイン工学部），夏期休暇中には経営学合同ゼミ 

ナールを行い，他大学の学生達と熱い議論を交わします。随時，業界研究（『業界地図』の 

検証）を行います。また，12月には恒例の４年ゼミ生による内定者講話を実施します。 

   

・4年生 
 卒業論文の指導を中心に，テーマ設定やデータ収集，卒論執筆等，自らが納得のいく論文に 

仕上げるべく，日々改善していきます。大学院の進学相談もあり。境教授の築かれた屈指の 

ネットワークが威力を発揮します。 



①経営管理論 
 

講義概要 
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２－１ 担当講義 

② ベンチャービジネス論 
 

講義概要 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

招聘講師 主な実績 
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年間スケジュール 予定  2019年4月 境研究室   
２年ゼミ生 ３年ゼミ生 ４年ゼミ生 大学院生

　４月 ゼミ・ガイダンス、ゼミ決定、各プロジェクト説明 ゼミ振り返り、卒業研究執筆要項の配布 就職活動、就活・進学相談 研究計画書の最新状況確認

ゼミ方針・約束の配布、テキスト要約ほか課題開始 新ゼミ長・副ゼミ長の決定、新テキストで要約課題 卒業要件（必修単位の修得状況）確認

　５月 ゼミ長・副ゼミ長の決定、文化祭参加説明会 合同ゼミのテーマ決定・発表、合同ゼミテーマ選定 就職活動、就活・進学相談、卒業研究の進行 文献収集、分析対象と分析枠組み

商店街役員の来校・説明会、取材・記事執筆開始 商店街役員の説明会、他大学コラボ開始 大学院・論文中間報告会

　６月 新入生歓迎会、各プロジェクト分担決定 新入生歓迎会、合同ゼミ準備開始（文献収集） 新入生歓迎会、就職活動、就活・進学相談 新入生歓迎

フィールドワーク、インターンシップの希望確認 合同ゼミ準備（フィールドワーク）、資料作成開始 卒業研究の進行 分析対象と分析枠組み、論文章立て

　７月 文化祭参加申込の提出、前期課題（文化祭出展向け） 要約課題、合同ゼミ準備、資料作成 就職活動、就活・進学相談、卒業研究の進行 フィールドワーク

前期講義終了、前期試験 前期講義終了、前期試験 第１課題（テーマ決定、文献、章立て）提出 論文執筆の開始、前期講義終了

　８月 夏季休暇、フィールドワーク 夏季休暇、フィールドワーク 夏季休暇、就活経過報告 夏季休暇、追加の文献収集、フィールドワーク

合同ゼミ準備、資料作成、プレゼン練習開始 論文執筆の進行・確認指導、分析対象と分析枠組み

　９月 夏季休暇 合同ゼミ合宿（全国各地、２泊） 夏季休暇、就活経過報告 論文執筆の進行・確認指導、フィールドワーク

後期開始、文化祭準備開始、大学院入試 後期開始、業界地図の研究、就活ES書式の配布 後期開始、大学院入試Ⅰ期 後期開始、大学院入試Ⅰ期

１０月 要約課題、プレゼン課題、商店街イベントの企画等 要約課題、プレゼン課題、商店街イベントの企画等 卒業研究中間報告 論文執筆の進行・確認指導

文化祭準備 業界地図の研究、課題提出

１１月 文化祭（2年責任担当） 文化祭（3年サポート） 文化祭 文化祭、ゼミ交流会

ゼミ交流会（2・３年共同） ゼミ交流会（2・３年共同）、就活ES添削 ゼミ交流会、卒業研究の進行・確認指導 大学院・論文中間報告会

１２月 ゼミナール大会（2年主導） ゼミナール大会（３年サポート）、４年内定者講話 卒業研究の進行・確認指導、大学院入試 論文執筆の進行・確認指導

せたがやまちなか研究会（２年主導） せたがやまちなか研究会（３年サポート） 卒業研究の完成・提出 大学院入試Ⅱ期

　１月 国公立大学入試 国公立大学入試 卒業研究の完成・提出（締切日の前日までに完了 ） 大学院論文の完成・提出（締切日の前日までに完了 ）

後期講義終了、後期試験 後期講義終了、後期試験 後期講義終了、後期試験 後期講義終了

　２月 大学入試、進級判定 大学入試、進級判定 大学入試、大学院入試 大学院入試Ⅱ期（博士後期）

　３月 卒業判定、卒業 修了判定、修了



２－２ 成城商店街ほか商店街＆地域活性化 
 境ゼミでは，成城商店街の更なる 

活性化のため，商店街のHPの更新と 
世田谷区商店街の研究を行っています。
HPの更新は，学生がアポをとり，実際
に足を運んでインタビューすることを目
的としています。 

 また，商店街の活性化を促すだけでな
く，体験型取材を通して地域の方々と触
れ合えることや，成城にある様々なお店
を知ることができるのもこの活動の魅力
です。本年11月時点で記事は日本語・英
語を併記 !! 

 



 境ゼミでは小田急電鉄株式会社との 

コラボレーション活動をしました。2018

年3月に「小田急線世田谷地区 グルメ・
スイーツスペ シャル 小田急成城クーポ
ンブック」の製作に参加し，11月には10

月1日から開催される「せたがや魅力再発

見」キャンペーンの一環である「小田急
線世田谷つまみぐいウォーキング」にも
参加。世田谷まちなか観光交流会とタイ
アップ企画とし て，境ゼミ生や小田急線
駅係員の方がお勧めする店舗を大5店舗，
自分のペースで自由に”つまみぐい”でき
る企画です。 
いずれも新聞，ネットにプレスリリース 
されました。  
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２－３ 小田急電鉄とのコラボレーション 



  
  
日頃からお世話になっている法政大学デ
ザイン工学部田中豊教授・研究室と，
2018年度は日常生活であったらいいな
という物を共同発案し，具体的には，
「自動圧縮ゴミ箱」，「蚊取り花火」，
「ディスコ傘」などについて発表しまし
た。成城大学には理系学部がないため，
普段は感じられない理系の考え方にふれ
る貴重な経験ができました。 
 

 
 
 
 
 

 2015年度より，以前境教授が所属
していた，慶應義塾大学英字新聞部の
三田キャムパスとのコラボレーション
を開始しました。 
 現在，三田キャムパスの方々と共同
で英字新聞を作成するために，活動を
しています。境ゼミとしては，この活
動により英語力を高め，成城商店街の
ホームページの英語版を作成すること
を目標としています。 
 
 

法政大学 田中豊研究室 慶應義塾大学 三田キャムパス 
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２－４ 他大学とのコラボレーション 



２－５ 文化祭 

今年は11月2・3日に成城大学3号館2階に
ある32H教室にて境ゼミナールの活動と   

「SDGs(持続可能な開発目標)」 

について7チームに分かれて取り組んだ 
レポートの展示を行いました！ 

2日間で学生始めOB・OG，シンポジウム 
登壇者，一般の方約１２０人の方が足を 
運んで下さいました！！ 

 

 ご来場誠にありがとうございました。 

毎年出展して13回目。更なるレベルアップ
を目指します！！！ 

 

 



２－５ 文化祭 続き 
 
 そもそもSDGsとは「持続可能な開発目標」
（Sustainable Development Goals）の頭文字を 
とったものです。このSDGｓは，2015年9月の 
国連総会で採択され，2030年に向けた持続可能な
開発のための17のグローバル目標と169の 
ターゲット（達成基準）ならびに244（重複を除く
と232）の評価指標からなる国連の開発目標・具体
的行動指針を掲げています。 
 私たちは17のグローバル目標から班ごとに1つ 
選び，それぞれ現状や課題，事例についてまとめ
ました。 
 日本でのSDGｓの認知度は27％（2019年8月21日
時点）とまだまだ低く，今後もっと広めていく 
必要があります。 

・班別レポート 



２－６ 経営学合同ゼミナール 

 今年の経営学合同ゼミナールは，9月8日〜10日に 
北海道・札幌市で行われました。例年同様，全国各地 
から８大学９ゼミが参加し，多くの学生が集まりました。 

今回は「公共施設の再生と活用～ハコモノ×〇〇～」を
テーマに各大学が様々な視点から熱い議論を交わす中，
境ゼミナールは以下の３施設を提案しました。 

・自然と共存する図書館，図書館×次世代農業振興施設 

・学校×ユニバーサルデザインのスポーツ施設 

・倉庫×水不足解消の一手となる海水淡水化施設 

  

 



２－６ 経営学合同ゼミナール つづき 

2019年境ゼミナールは，最優秀賞（北海どうでしょう） 
を頂くことができました。今回で6年連続での受賞となり
ます！先輩ゼミ生の努力による結果は後輩ゼミ生に影響 
を与えます。私たちも来年頑張りたいと思います！！ 
       

 ※参加校実績：北海学園大学，中央大学，法政大学，成城大学， 
甲南大学，近畿大学，就実大学，京都大学，滋賀大学，和歌山大学， 
公立鳥取環境大学，九州産業大学 ほか。 

 
  



２－７ せたがやまちなか研究会 

国士舘大学 ・田中史人ゼミ 成城大学・境新一ゼミ  

産業能率大学・中島智人ゼミ 日本大学・後藤範章ゼミ   

昭和女子大学・鶴田佳子ゼミ 駒澤大学・松本典子ゼミ 

東京都市大学・坂倉杏介ゼミ 駒澤大学・長山宗弘ゼミ   
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 世田谷まちなか研究会とは大学，地元企業と行政との間に
産・学・公の地域連携の可能性を探しつつ，地域活性化に  
貢献する試みを提案，実践しているものです。 
 これまで2012年の6月から現在まで計9回開催されています。 
研究会を構成する世田谷区の大学＆ゼミは以下の通りです。 

昨年は第10回，2019年12月22日(日)に 
産業能率大学 自由が丘キャンパスにて 
行われました！ 



２－８ SDGs ＆ 地方創生 研修 

 2019年7月，境ゼミ3年生が，SDGsの研修用カー
ドゲームを体験しました。このカードゲームの概要は
与えられたお金と時間を使ってプロジェクト活動を行
い，最終的にゴールを達成するというものです。この
ゲームを通して，経済・社会・環境・時間・お金のバ
ランスの重要性，将来的な見通しをたてる必要性，周
りの国や地域との協力の大切さを学びました。 

 一方，同年12月に2年生はその姉妹版「地方創生
ゲーム」を体験しました。 



2015年9月の国連サミットにおいて“2030年までの国際的な目標”として 

SDGs（Sustainable Development Goals）「持続可能な開発目標」が採択され 
193の加盟国によって合意された。SDGs達成に向けて，各国政府，企業は貢献していくことが期待されている。 

SDGsは理念に「誰一人取り残さない（No one will be left behind）」をもち 
貧困解決や持続的社会の構築に関わる17の目標が設定されている。 
この17の目標は相互に関係しており，１つの目標レベルアップは他の目標とも連動する。 
それを達成するためのより具体的なターゲットが合計169設定されている。 

参考:国際連合広報センター，2018，外務省，2018より(最新参照2019年8月) 

SDGs評価「SDG Index＆Dashboards 2019」 

2019年の日本のSDGs評価を見ると 
『12つくる責任 使う責任』が一番評価の低いレッドとなっている。 
これは今回のハコモノ有効活用を考える上で配慮すべき点である。 
つくる責任・使う責任をふまえて，将来を見据えた公共施設の 
再生・活用方法を考えたい。 

 
  SDGsと評価尺度 
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２－９ 交流会 第６回 
 境 ゼミでは2014年から毎年，OBOGならびに異業種の交流を兼ねた交流会を開催しています。幅
広いネットワークと学生と社会人との交流は就活にも役立ちます。第６回交流会が2019年11月16
日（土）午後，７号館および８号館で開催されました。大きく３部から構成。 

 第１部前半では，最初に現役２年生によるゼミ活動報告，次に３年生による経営学合同ゼミナール
（最優秀賞を受賞）にて発表した「公共施設の再生と活用」が報告されました。最後に，教員による，
教育・研究に関わる近況報告が行われました。第１部後半では，外部講師による講演会が行われまし
た。一方，第２部では，８号館Lounge#０８を使用した「懇親会１」，最後に第３部では，再び７
号館地下ラウンジにて「懇親会２」が開催されました。 

 

 

 

卒業生，修了生 



<銀行・証券・リース> 

みずほフィナンシャルグループ  りそなホールディングス  三井住友海上  

三菱UFJモルガンスタンレー証券  三菱UFJニコス 

クレディセゾン 興銀リース(株)  JA横浜(農協・共済)   

<不動産> 

東急リバブル  住友不動産販売  住友不動産建物サービス(株) 

(株)バレッグス  ハウスコム(株)  (株)リビングライフ     

<サービス> 

三越伊勢丹（同人は主要６つの百貨店に内定）  小田急百貨店  成城石井  KDDI  ソフトバンク 

JAL （同人はANAにも内定）  T&G リコージャパン  伊藤忠メタルズ(株)  

(株)レイ・グローエンターテイメント   イートラスト（株）     学部でもトップクラスの実績を誇ります！ 

  

※ 直近5年間に，３大メガバンク（三菱ほか），丸紅，ソニー，船井総合研究所， PwCコンサルティング（英）， 大学院(一橋，成城)など多数実績。  

３. 2019年度 主な就職内定先 
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2017年5月 成城学園 創立100周年シンポジウム 



 
 

４． 201９年度卒業論文テーマ 
・成長を続ける男性用化粧品市場のマーケティング戦略の考察  
  ～美意識の変化がもたらす影響をふまえて～ 
・不動産流通業界におけるビジネスモデルの変化に関する考察  
  ～野村不動産アーバンネットに見るICTの視点から～ 
・地域農業に果たすJAの役割  
  ～農産物の地域ブランド化の展開に関わる研究を通して～ 
・クリーニング業界における経営戦略の展開  
  ～つくばクリーニングと白洋舎の比較を通して～ 
・プロスポーツクラブ経営が地域振興に与える影響  
  ～浦和レッドダイヤモンズを中心に～ 
・キャラクタービジネスのマーケティング戦略に関する考察  
  ～サンリオの事例を中心に～ 
・外国人観光客に向けた大型複合商業施設のインバウンド戦略の考察  
  ～銀座における小売店の事例比較を通して～ 
・不動産業界における事業戦略の行方  
  ～三井不動産・三菱地所・住友不動産の比較を通して～ 
・証券業界における成長戦略の比較研究  
  ～独立系・銀行系・ネット系の事業事例を通して～ 
・移動体通信事業者の差別化ならびに成長戦略  
  ～NTTドコモ・KDDI・ソフトバンクの考察を通して～    ほか 24 

内定者講話 



 
 

５．卒業・修了 
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2017年3月 2020年3月 

境ゼミでは毎年度，
卒業式にプロ写真
家による記念撮影 

を行っています。 

大学院修了 学部卒業 



 

  

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 
  

  

SDGs  

 

                                                                        

おわりに 
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＊2020年度は特殊な環境下にあるため，フィールドワークに代わる，  
 イメージ／シナリオ・物語構築の技法を生かしたケーススタディ， 
 発想思考型の学習スタイルをとります。 



参考URL クリックしてみてください。  

wikipedia 
    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A2%83%E6%96%B0%E4%B8%80 
成城大学教員紹介 
    https://www.seijo.ac.jp/education/faeco/business/faculty/shin-ichi-sakai/index.html 
国立国会図書館 
  https://ndlonline.ndl.go.jp/#!/search?keyword=%E5%A2%83%E6%96%B0%E4%B8%80&searchCode=SIMPLE 
成城大学リポジトリ公開論文    
https://seijo.repo.nii.ac.jp/index.php?action=repository_view_main_item_snippet&pn=1&count=20&order=16&lang=japanese&creator=%E5%A2%83+%
E6%96%B0%E4%B8%80&page_id=13&block_id=17 

成城の街全体が写真館に－商店街と大学連携，小田急線開通時の写真など130点 
    https://nikotama.keizai.biz/headline/878/ 
成城学園創立百周年記念，現代公益学会主催・シンポジウム 
    https://www.seijo.ac.jp/education/faeco/news/jtmo42000000ham1.html 
経済学部境ゼミが「小田急クーポンブック」製作に協力しました 
    https://www.seijo.ac.jp/news/jtmo42000000kli4.html 
成城大学×小田急電鉄×公益財団法人世田谷区産業振興公社【地域貢献プログラム】 
 https://digitalpr.jp/r/29055  
経営学合同ゼミ合宿 
 http://tomo.milkcafe.to/kegozega/ 
世田谷人図鑑 第11回 境新一さん（動画，公開） 
   https://www.youtube.com/watch?v=oUzejEYeSiQ 
生涯教育講義（最新動画，限定公開） 
 https://youtu.be/I042nTNDDrs 
学生プレゼンテーション（境ゼミ・経営学合同ゼミにて，最新動画，限定公開） 
 https://youtu.be/nWBhZc01kUw 
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