
最終合格５８名

  全学生９６名

出身高校 玉名工業 ○大阪府警察官Ｂ[共同] 　佐賀県警察官Ｂ 　阿蘇市病院事業（一般事務）社会人経験者
＊は不合格のため非表示 玉名工業 ○和水町職(一般事務) ◇熊本市職(技術)機械

* 大学中退 玉名工業 　税務職〈東北〉 　玉名市職(一般事務) 社会人経験者
天草工業 ○国家一般(事務) 　熊本県警察官Ｂ 　東京消防庁(消防) ＊

○海上保安(船舶) 　愛知県警察官Ｂ ＊ 大学中退
天草工業 ◇特別区職(事務) 　熊本県警察官Ｂ 　天草市職(一般事務) 東稜 ○海上保安(特別)

　阿蘇市病院事業（一般事務） 東稜 ○税務職〈関東〉 熊本学園大学中退
有明 ○国家一般(事務)〈関東〉 　有明広域行政事務組合(一般事務)　大牟田市職(一般事務) 必由館 ○八代市職(一般事務)
宇土 ○刑務官Ａ〈九州〉 　税務職〈東海〉 人吉 ○海上保安(特別) 　税務職〈関東〉 　人吉球磨広域行政組合(一般事務)

宇土 ○税務職〈関東〉 ○刑務官Ａ〈九州〉 　特別区職(事務) 　熊本県職(一般事務)
○千葉県職(一般行政) ◇熊本県警察官Ｂ 　海上保安(特別) 人吉 ○国家一般(事務)〈関東〉 ○千葉県職(一般行政) ◇玉名市職(一般事務)

宇土 ○御船町職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ 人吉 ○国家一般(事務)〈関東〉 　錦町職(一般事務)
宇土 ○甲佐町職(一般事務) 崇城大学中退 文徳 ○国家一般(技術)〈関東〉 　東京都職(電気)

* 大学中退 文徳 　海上保安(船舶) 　宗像地区消防本部(救急救命士) 福岡医療専門学校
* 社会人経験者 文徳 ○税務職〈関東〉 ○刑務官Ａ九州 ◇熊本県警察官Ｂ

開新 ○御船町職(一般事務) 社会人経験者 文徳 ○熊本県職(警察事務) 　税務職〈関東〉 ◇海上保安(特別)
鹿本 　東京消防庁(消防) 　海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 文徳 ○合志市職(一般事務)

　福岡県警察官Ｂ 北稜 ○和水町職(一般事務) 社会人経験者・ 熊本学園大学
鹿本 ○海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 松橋 ○大阪府警察官Ｂ[共同] 　大阪府警察官B

◇国家一般(事務) ＊
* 御船 　熊本県職(一般事務) 　嘉島町職(一般事務)

菊池 ○税務職〈近畿〉 ○熊本市職(学校事務) 　菊池市職(一般事務) 八代清流 ○海上保安(特別) ◇熊本県職(一般事務) 　税務職〈東海〉
◇海上保安(特別) ○芦北町職(一般事務)

菊池 　菊池市職(一般事務) ルーテル学院 　税務職〈東海〉 　熊本市職(消防)
九州学院 　海上保安(船舶) 　警視庁警察官Ⅲ類[共同] ＊ ルーテル学院 ○税務職〈関東〉 ○福岡県職(一般事務) 熊本外語専門学校
九州学院 　海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ ルーテル学院 ○特別区職(事務) 　大阪府職(行政)

* ＊
熊本工業 ○国家一般(技術)〈九州〉　○福岡市職(初級技術)電気○宇城市職(一般事務) 海上技術学校 ○税務職(東海) ○海上保安(船舶) ◇刑務官A〈九州〉 海上技術大学校
熊本工業 ○菊陽町職(一般事務) ◇熊本県警察官Ｂ
熊本工業 　御船町職(一般事務)
熊本国府 ○海上保安(情報) 　税務職〈東海〉 　熊本県警察官Ｂ
熊本国府 ○熊本市職(事務) ○菊池市職(一般事務) 　海上保安(特別) 出身高校
熊本国府 ○阿蘇広域行政事務組合(一般事務)◇熊本県警察官Ｂ ＊は不合格のため非表示

熊本国府 　税務職〈東海〉 　阿蘇市病院事業（一般事務） 天草 ○海上保安(特別) ○大阪府職(行政) ○天草市職(一般事務)
熊本国府 ○大阪府職(行政) ＊
熊本国府 　熊本市職(学校事務) ＊
熊本国府 ◇愛知県警察官B[共同] 熊本学園大学中退 九州学院 　東京消防庁(消防) 　海上保安(船舶) ◇熊本県警察官Ｂ
熊本国府 ○上天草市職(一般事務) 九州学院 ○税務職〈東海〉 ○熊本県警察官Ｂ

* 熊本北 ○税務職〈関東〉 ○特別区職(事務) ◇美里町職(一般事務) 社会人経験者(航空自衛隊)
熊本商業 ○阿蘇市病院事業（一般事務）　税務職〈東海〉 　熊本市職(事務) ○福岡市職(初級行政事務)◇海上保安(特別)
熊本商業 ○御船町職(一般事務) 　千葉県職(一般行政) ◇宇佐市職(一般事務) 熊本北 ○国家一般(事務)〈関東〉 　熊本市職(事務) 　合志市職(一般事務)

　税務職〈関東〉 ◇海上保安(特別)
熊本商業 ○税務職〈近畿〉 ○熊本県職(警察事務) ○有明広域行政事務組合(一般事務) 熊本高専 　熊本市職(事務) 　津奈木町職(一般事務) 　海上保安(特別) ※高専３年修了
熊本商業 ○国家一般(事務)〈関東〉 ○大阪府職(行政) 熊本商業 　東京消防庁(消防) 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ
熊本西 ○税務職〈関東〉   警視庁警察官Ⅲ類 　福岡県警察官Ｂ 　阿蘇市病院事業（一般事務）

熊本農業 ○宇城広域連合消防(消防)　税務職〈関東〉 熊本西 　税務職〈関東〉 　甲佐町職(一般事務)
熊本農業 ○東京消防庁(消防) 　税務職〈東海〉 　熊本県職(教育事務) 熊本西 ○海上保安(船舶) 　刑務官Ａ〈九州〉 ◇福岡県警察官Ｂ[共同]

○嘉島町職(一般事務) 熊本西 ○海上保安(特別) ○熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ
熊本農業 　西原村職(一般事務) ＊
熊本農業 ○美里町職(一般事務) ◇国家一般(事務)〈関東〉 城北 ○阿蘇市病院事業（一般事務）　税務職〈中国〉 　阿蘇広域行政事務組合(消防)
熊本農業 ○熊本市職(消防) ◇東京消防庁(消防) 　税務職〈関東〉 専修大学玉名 　神奈川県警察官Ｂ[共同]

＊ 玉名工業 ○海上保安(特別)
翔陽 　税務職〈東海〉 ◇海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 玉名女子 ○海上保安(特別)

済々黌 　税務職 　熊本市職(事務) 　山鹿市職(一般事務) 熊本大学中退 鎮西 ○愛知県警察官Ｂ[共同]
◇海上保安(特別) ＊ 社会人経験者

第一 ○国家一般(事務)〈関東〉 ○熊本市職(事務) ○御船町職(一般事務) 御船 　愛知県警察官Ｂ 　海上保安(情報)
○裁判所一般〈九州〉 ＊

玉名 ○海上保安(特別) ○国家一般(事務)〈関東〉 ○大阪府職(警察行政) 矢部 ○山都町職(一般事務)
○山鹿市職(一般事務)

玉名 ○税務職〈九州〉 ○玉名市職(一般事務) 　海上保安(特別)
玉名 ○国家一般(事務)〈関東〉 ○荒尾市職(一般事務) 　神奈川県警察官Ｂ

○特別区職(事務） ◇海上保安(特別)

○＝最終合格　　◇＝2次試験不受験　　無印＝1次試験合格 出身大学等

○＝最終合格　　◇＝2次試験不受験　　無印＝1次試験合格 出身大学等

2016年度公務員ゼミナール合格実績 2016年度合格実績
二次合格率６０%　(自衛隊は含みません)

公務員学科　(1年生74名)　　

公務員特別学科　(２年生22名)


