
各業界の経験豊かなプロが集う、DENBIの専門科目講師陣。必ず役立つ実践力を鍛えます。

講師陣／専門科目講師

医療関連企業取締役部長。大病院からクリニック
まで数多くの医療機関にて窓口業務や医療秘書
業務、診療報酬請求業務の統括などを行ってお
り、医療機関からの信頼も厚い。多数の医療機関
の現場にて新人教育を長年行っており、「今」の医
療現場をダイレクトに学生に伝えている。

山内光代
やまうち みつよ

担当教科

医事コンピュータ

中学校教諭Ⅰ種免許（英語）・高等学校教諭Ⅰ種
免許（英語）、図書館司書資格、調理師免許を有す
る。進学塾講師を経て、現在、私立高等学校英語
科非常勤講師。表現技法の授業では、アイデアの
披露を中心とした授業を行うことで、面接に動
じず自己表現できる、就活に負けない心作りを
目指す。

森下真弓
もりした まゆみ

担当教科

表現技法
コミュニケーション
キャリアプランニング

熊本を拠点に活動するデザイナー × ミュージ
シャン × プログラマがコラボレーションして生
まれたクリエイター集団、株式会社サンナナ代
表。現在はプロジェクションマッピングを中心に
活動の場を世界に広げている。Circle of Light
Moscow international festival2018・2019「入賞」

サトウ  ケイ
さとう けい

担当教科

WebデザインⅠ

富士山はなぜ高い～答えの一つが「土台（裾野）
がしっかりしているから」。この土台に当たる社
会人基礎力を磨く講座を担当。主に新聞をテキ
ストに「社会を知る→考える→伝える」という学
びの流れを指導する。NIE（＊教育に新聞を）ファ
シリテーター。熊本大学客員教授、熊本学園大学
招聘教授なども務め、大学・専門学校のほか県内
外で各種講座を実践している。

越地真一郎
こえじ しんいちろう

担当教科

社会人基礎（NIE）

デジタルクリエイター科講師。小中高の教員免
許を取得。熊本大学の教員養成過程美術科にお
いてマンガにおける感情表現や、マンガを利用
した美術教育などの研究を行う。幼稚園の非常
勤講師などの経験後、現在はフリーのCGデザイ
ナーとして活動するほか、マンガやイラストな
どの様々なメディアにまたがる創作活動を行っ
ている。

西田彩乃
にしだ あやの

担当教科

デッサンⅡ
イラストレーション

ZOO TORIPPER代表 ウェブディレクター・プラ
ンナー。企業やサービスの面白い部分を引き出
してウェブサイトやコンテンツをつくるウェブ
制作をしてます。そのほか熊本最大規模のクリ
エイターコミュニティWhite baseの校長。九州
を面白くするオウンドメディア「タッキュー」の
編集部をやってます。

野田陽介
のだ ようすけ

担当教科

WebデザインⅡ
パソコン演習（画像加工）

20年前に医療系講座の熊本校立ち上げ時に医療
事務講師になる。その後も医療事務講座の他、専
門学校などで医療事務・介護事務・医療事務コン
ピューター・(財)診療報酬請求事務能力認定試験
対策セミナー・医療秘書など医療事務全般の授業
を担当し講師経験を積む。急性期医療機関にて医
療秘書・医局秘書・医師事務作業補助者の勤務経
験を活かし、医療機関のニーズに沿った人材育成
にも注視している。経験医療事務系資格の他に保
育士・幼稚園教諭免許保持。

西山尚子
にしやま しょうこ

担当教科

歯科事務
医師事務作業補助

デジタルクリエイター科講師。Photoshopを使用し
たゲーム作りに向けたデジタルイラストや、キャ
ラクターデザインをメインに写真加工、デジタル
コミック制作なども手掛ける。現在、フリーのイラ
ストレーター、漫画家として活動している。

阿南紘祐
あなん こうすけ

担当教科

デジタルペイント

Web制作や各種講師の仕事に携わって25年以
上、先進的CMSであるJoomla!の構築においては
国内でも有数な制作実績を持つ。さらに、写真、
デザイン、音楽制作、映像制作等のマルチメディ
アクリエイターとしても活躍中。毎年、横浜で行
われるジルベスターコンサートの舞台映像作家
として、また熊本素材写真アーカイブス「キロク
マ！」の運営者としても有名。

浅川浩二
あさかわ こうじ

担当教科

写真

ソフトウエア会社にて、自治体総合行政システ
ムや金融機関・企業の各種システム開発に従
事。第2種情報処理技術者、Microsoft Office
Specialist・Excel・Expert・Accessなどの資格を
保持。小学校教諭・幼稚園教諭免許、小原流一級
家元教授免許取得。

山田千佐子
やまだ ちさこ

担当教科

パソコン演習Ⅰ、Ⅱ
PC利活用
オフィスアプリケーション

トゥー・デザイン株式会社でフロントエンド業
務を担当。 県内にあるコンテンツ制作会社で経
験を積んだ後、2020年にトゥー・デザイン株式
会社へ入社。 主にディレクション、Wordpress、
ECサイト等の他、CMSを使用したコーポレート
サイトやECサイト制作を担当。

松本耕一
まつもと こういち

担当教科

ネットショップ運営

DENBI卒業後、県内システム会社にて流通に関す
るシステム開発やサーバ、クライアント端末等の
管理業務を経験。現在はWordPressを主軸とした
Webサイト制作を中心にシステム開発を行って
いる。PHP、JavaScriptを中心とし、様々な言語を
使用して開発を行う。株式会社サンナナ取締役。
株式会社CIEL取締役。Spicadots.代表。

静海義明
しずみ よしあき

担当教科

プログラミング基礎
Webプログラミング
情報デザイン実習

熊本のWeb制作会社にてネットショップの制
作、開業、運営、分析などを経験し、さまざまな
ジャンルのネットショップを立ち上げる。2011
年に個人事業で起業し、現在は株式会社クロコ
ロールの代表取締役。主な業務は、県内企業の
ホームページやネットショップの制作を行って
いる。そのほか、Webマーケティングのセミナー
やGoogle検索のアドバイスも行う。

山下雄一郎
やました ゆういちろう

担当教科

通販リテラシー

いつも笑顔で“楽しみながらマナーを身につける
授業”をモットーに、学生に寄り添って実技指導を
する。実務技能検定協会秘書検定、サービス接遇検
定準1級面接試験審査員も務める。DENBI卒業後、
大手OA機器メーカーにて営業職を経験後、ニュー
ジーランドに渡りショップアシスタントとして活
動。現在は、子育てをしながら子供英会話講師、結
婚式や各種イベントの司会としても活躍。MAP 
communications代表。MC Office Oneness所属。

スミス麻里
すみす まり

担当教科

ビジネス実務

多摩美術大学卒業後、株式会社本田技術研究所デ
ザイン開発室にてデザイン領域におけるイン
ターフェース、主にメーターやナビなどのデザイ
ンを担当。現在は、ラジコンメーカーとフリーラ
ンスでのデザイン業務を行う。illustratorを使用し
たデザイン展開を得意としている。

西尾　恵
にしお めぐみ

担当教科

DTP

税理士事務所退職後、日商簿記1級合格。その後、
大学、専門学校、職業訓練校にて電卓の使い方か
ら日商簿記3～1級、税理士試験簿記論・FP３級の
授業を行っている。

田端倫子
たばた みちこ

担当教科

簿記会計

株式会社CONTORNO熊本スタジオにて、執行役
員・アートディレクターとして在籍しておりま
す。近年では「トミカ絆合体 アースグランナー」
「映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか」「MIX」
他多くのアニメ案件を担当しております。イラス
トレーションからアニメーションまで幅広く制
作活動をしております。

眞鍋岳史
まなべ たけし

担当教科

映像編集Ⅰ、Ⅱ

デジタルクリエイター科講師。地元のソフトウエ
ア会社に就職し、C言語を主軸としデータベース
やTCP/IP通信ライブラリ等を組み合わせたサー
バ／クライアントプログラムの製造、詳細設計、
テスト等を行い10年以上のキャリアを積む。

加藤憲一郎
かとう けんいちろう

担当教科

Ｃ言語
Ｃ＋＋

「楽しみながら、自分らしく輝く」授業がモットー
で、立ち居振る舞い、言葉遣い、電話応対から、気
の利かせ方、大人との会話の仕方まで、徹底的な
実技指導を専門とする。自身はDENBIを卒業後、
「営業」「事務」「広報」「教務」のキャリアを経て、高
校３年生向けセミナー・企業研修カウンセリング
等を行っている。国家資格キャリアコンサルタン
ト、秘書検定１級、サービス接遇検定１級、ビジネ
ス文書１級取得。

宮嵜真由美
みやざき まゆみ

担当教科

ビジネスマナー
ビジネス文書
プレゼンテーション

熊本県立大学を卒業後、広告代理店で約5年、コン
サルティング会社で約5年の実務経験を経て、
2020年に熊本マーケティング研究所として創業。
2022年法人化。企業のマーケティングサポートや
補助金申請代行、社会人向けのマーケティングセ
ミナー開催などを行う。

岡村洸斗
おかむら ひろと

担当教科

マーケティング
IT実務

医療系の教育業務を行っている会社に就職し、
資格取得と同時に講師として20年。現在は個人
で医療事務管理士をはじめ介護、調剤、ホスピタ
ルコンシェルジュ、ヘルパーなどの資格を活か
しつつ活動中。「皆様方の夢の実現へのお手伝い
を出来ることを喜びとしています。」

井芹和子
いせり かずこ

担当教科

調剤事務

ライター、編集者。熊本、東京の出版社勤務後、フ
リーランスとして活動。雑誌、書籍、Web記事の
執筆・編集のほか、企業・大学・自治体パンフレッ
トや広告コピーの制作にも携わる。

福島はるみ
ふくしま はるみ

担当教科

コピーライティング

大学での助手を経て、中学・高校で教壇に立つ。
教職歴20年以上。これまでに添削した文章は
3000作品を超える。書道では「毎日書道展」「熊日
書道展」など、各種コンクールで入賞、入選歴あ
り。文章はコミュニケーションの手段。伝わる文
章を大切にし、社会人基礎力にポイントを置き、
丁寧な文字と併せて、就活に必要な文章書きを
指導する。

松尾和子
まつお かずこ

担当教科

社会人基礎

デジタルクリエイター科講師。大学卒業後、憧れ
ていたゲーム業界への就職を本気で目指し
DENBIに入学。卒業後は3DCGデザイナーとして
ゲーム業界に就職を決める。PC、コンシューマ
ゲームのキャラクターモデリング、リギング、
モーション付け及び背景モデリング、エフェク
ト、メニュー画面制作等様々な役割を経験。自身
が行ったように、学生がDENBIに入学した目的を
見失わず卒業まで維持し目標達成出来るように
尽力します。

松岡洋誠
まつおか ようせい

担当教科

コンピュータ
グラフィックスⅠ、Ⅱ

TVシリーズアニメーション作画業の後、フリー
にてTV-CM用アニメーション、映像用立体造形
物制作、キャラクターデザインの制作を行う。大
統領グループ、株式会社鮮ど市場のキャラク
ターデザインおよびCMアニメーション制作、熊
本県教育委員会の教材アニメーション制作など
を手掛ける。

大野雄一
おおの ゆういち

担当教科

キャラクターデザイン
デッサン
スカルプティング

Business Communications Office 代表。銀行勤務10
年、在任中に接遇、テラーインストラクターの資格
取得後、企業内新人研修、中小企業フレッシュセミ
ナー、支店長システム研修等に携わる。夫の転勤に
伴いアメリカTEXAS州AUSTINへ渡米。10年の在
米期間中には育児の傍ら、医療、学校教育活動の通
訳などに携わる。帰国後、コーチングの認定コーチ、
国家資格キャリアコンサルタント、技能士２級、
CDAを取得し、現在は、フリーで各企業、団体向け
研修、講演、カウンセリング等を行っている。

松本文美子
まつもと ふみこ

担当教科

セルフマネジメント
社会人基礎
プレゼンテーション
ビジネス実務

AFT色彩検定認定色彩講師、国際カラーデザイン
協会認定講師、日本パーソナルカラー協会本部
認定講師、インテリアコーディネーター、照明コ
ンサルタント、日本フードアナリスト協会1級、
販売士2級、日本箸教育講師、国家資格キャリア
コンサルタント、秘書検定1級、電話検定A級実践
級などの資格を元に専門学校、大学などで指導
の傍ら各種企業にてセミナー、現場でスタイリ
ング、コーディネートも手掛ける。

大森vieko
おおもり ぃーこ

担当教科

色彩科学
キャリアビジョン
医療接遇マナー




