
年度別合格状況（合否名簿）

★不合格者については出身高校名を伏せて、＊と表示しています。

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

久留米商業 東京消防庁Ⅲ類（消防官）　○福岡県（警察行政）　◇刑務Ｂ　那珂川市

久留米商業 海上保安（特別）　○国家一般　福岡県（教育行政）　○八女市　◇刑務Ｂ　広川町

福島 ○海上保安（特別）　税務　裁判所　◇刑務Ａ

福岡講倫館 海上保安（特別）　福岡県警Ｂ

大川樟風 福岡県警Ｂ　大阪府警（福岡県警共同）

久留米商業 海上保安（特別）　○税務　○福岡県（教育行政）　刑務Ａ　大木町

福岡講倫館 海上保安（特別）　志免町　○国家一般　刑務Ａ　福岡市　◇志免町（追加募集）

大川樟風 海上保安（特別）　東京消防庁Ⅲ類（消防官）　福岡市消防　柳川市消防

久留米商業 ◇海上保安（特別）　裁判所　◇刑務Ｂ　○福岡市　◇みやま市　○税務

福岡魁誠 ◇海上保安（特別）　東京消防庁Ⅲ類（消防官）　○国家一般　粕屋南部消防

久留米商業 ○国家一般　裁判所　○福岡県（教育行政）　うきは市

久留米商業 海上保安（特別）　福岡県　◇海上保安（情報）

八女工業 ○海上保安（特別）　◇東京消防庁Ⅲ類（消防官）　国家一般　裁判所　刑務Ａ　福岡市消防　広川町

＊ 　

尚志館 ○大隅肝属消防　◇西都市消防

久留米商業 ◇海上保安（特別）　税務　嘉麻市　宇美町　東京都　○刑務Ｂ　○佐賀県　筑紫野市

久留米商業 ◇海上保安（特別）　○国家一般　○福岡県　○刑務Ａ

八女工業 東京消防庁Ⅲ類（消防官）　名古屋市消防　○刑務Ａ　杵藤地区消防

久留米商業 佐賀市　東京都　○刑務Ｂ　○大川市　◇広川町

三池工業 ○国家一般（技術）　○東京都（技術）　◇福岡市（電気）　○佐賀東部水道（電気）

久留米商業 ◇海上保安（特別）　○国家一般　裁判所　◇刑務Ｂ　○福岡市　◇筑紫野市

久留米商業 ○税務　刑務Ａ　○柳川市消防　春日大野城那珂川消防

壱岐 ○海上保安（特別）

尚志館 鹿児島県（警察）

大川樟風 国家一般　刑務Ａ

福岡講倫館 ○福岡県（教育行政）

久留米商業 ◇海上保安（特別）　福岡県（教育行政）　○みやま市

大川樟風 ◇海上保安（特別）　福岡県警Ｂ

太宰府 福岡県警Ｂ

久留米商業 ○税務　○福岡市消防　◇福岡県警Ｂ

東福岡 福岡大学 ○宗像地区消防

九州学院 ○直方市職(消防)　海上保安(特別)

九州学院 ○入国警備官　○海上保安(特別)　福岡市職(学校事務)

人吉 ○嘉島町職(一般事務)　○海上保安(特別)

人吉 ○刑務官Ｂ　○海上保安(特別)　熊本県警察官Ｂ　東京消防庁(消防)　大阪府警察官Ｂ

城北 ○税務職　福岡県警察官Ｂ

多良木 ○錦町職(一般事務)

多良木 ○水上村職(一般事務)　◇相良村職(一般事務)　あさぎり町職(一般事務)

天草 ○海上保安(特別)

天草
○上天草衛生施設組合(一般事務)　○海上保安(特別)　○阿久根市職(一般事務）◇刑務官Ａ　◇熊本市職(一般事務)
◇氷川町職(一般事務）裁判所一般　天草市職(一般事務)

天草工業
○熊本市職(消防)　○東京消防庁(消防)　○天草広域連合(消防)　○国家一般職(技術)　○刑務官Ａ　○海上保安(特
別)

宇土 ○宇城広域連合(消防)　○海上保安(特別)　税務職

専修大学玉名 ○熊本市職(一般事務)　○国家一般職　芦北町職(一般事務)

御船 ○嘉島町職(一般事務)　刑務官Ａ　上益城消防組合(消防)

必由館 ○菊陽町職(一般事務)　○大阪府職(警察行政）◇刑務官Ｂ　裁判所○税務職

必由館 ○裁判所一般　○熊本市職(学校事務)　○海上保安(特別)　◇刑務官Ｂ

必由館 ○熊本市職(一般事務)　○裁判所一般　○国家一般職　○菊陽町職(一般事務)　○刑務官Ａ　○海上保安(特別)

必由館 福岡ﾘｿﾞｰﾄｽﾎﾟｰﾂ専門学校 ○税務職　○甲佐町職(一般事務)　◇刑務官Ａ　◇海上保安(特別)

必由館 ○菊陽町職(一般事務)　○熊本市職(学校事務)　◇刑務官Ｂ　海上保安(特別)

慶誠 ○有明広域行政事務組合(一般事務)

文徳 ○熊本市職(技術電気)　国家一般職(技術)　日田市職(電気・機械)

文徳 ○国家一般職　○合志市職(一般事務)　○熊本県職(一般事務)　○海上保安(特別)　裁判所一般

文徳 ◇海上保安(特別)

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程

■2019年度学生■

★○・・最終合格、　無印・・一次合格、　◇・・二次試験棄権(不受験)

★夏期講習・模試講習などの合格者は入っていません。すべて公務員本科または公務員学科(一年制･全日制)および公務員
専攻科または公務員特別学科　(一年制［二年目］・全日制）に在籍した学生のみの合否状況です。
★一次試験が「教養試験の部」と「面接試験/体力試験の部」に分かれている場合、「教養試験の部」に合格したものにつ
いては、「一次試験合格」として扱っています(2006年度以降)。

★合格率の適正さが損なわれますので、自衛官および有期限雇用の職種は、算入していません。

★2年制の学科を持つ専門学校の中には、１年目不合格の学生を受験者数に算入せず、2年に進学したものとして取り扱っ
ている学校があります。計算の根拠をよく確かめましょう。
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文徳 社会人経験者 ○菊池養生園保健組合(一般事務)　◇阿蘇市病院事業職(一般事務)　◇神奈川県警察官Ｂ[共同]　有明広域行政事務
組合(一般事務)

文徳 ○大阪府警察官Ｂ　神奈川県警察官Ｂ

文徳 ○刑務官Ａ　○鹿児島県警察官Ｂ　海上保安(特別)　熊本県警察官Ｂ

文徳 ○裁判所一般　○国家一般職　○福岡市職(行政事務)　○海上保安(特別)　◇刑務官Ａ　◇糸島市職(一般事務)

文徳 ○横浜市職(消防)　○刑務官Ａ　警視庁警察官Ｂ

文徳
○海上保安(特別)　◇刑務官Ａ　福岡市職(行政事務)　甲佐町職(一般事務)　久山町職(一般事務)　鞍手町職(一般事
務)　嘉島町職(一般事務)

水俣 警視庁[共同]

湧心館
○高森町職(一般事務)　○産山村職(一般事務)　熊本県職(教育事務)　湯前町職(一般事務）八代生活環境事務組合
(一般事務）

＊

熊本北 ○国家一般職　○入国警備官　○東京都職(事務)　◇刑務官Ａ　海上保安(特別)

＊

熊本国府 ○神奈川県警察官Ｂ[共同]

熊本国府 ○嘉島町職(一般事務)　○産山村職(一般事務)　◇刑務官Ｂ　熊本県警察官Ｂ

熊本国府 ○海上保安(特別)

熊本工業 ○有明広域行政事務組合(消防)　○国家一般職(技術）○刑務官Ａ　◇熊本県警察官Ｂ　◇熊本市職(技術電気)

熊本工業 ○国家一般職　海上保安(特別)　埼玉県職(一般事務）五木村職(一般事務)

熊本工業 ○東京都職(土木)　◇刑務官Ａ

熊本工業 ○熊本県職(教育事務)　◇刑務官Ｂ　◇広川町職(一般事務)　◇山鹿市職(一般事務)　海上保安(特別)

熊本工業 ○南関町職(一般事務）　◇刑務官Ａ

熊本西 熊本学園大 税務職

熊本農業 熊本県職(農業土木)　阿久根市職(一般事務）　小城市職(一般事務）

熊本農業 ○熊本市職(学校事務)　○上天草市職(一般事務)　◇刑務官Ａ　裁判所一般

熊本農業 熊本県職(農業土木)熊本高等専門学
校 ○熊本市職(一般事務)　○吉野ヶ里町職(一般事務)　◇刑務官Ｂ　◇大分市職(一般事務)　海上保安(特別)

玉名女子 ○熊本市職(一般事務)　○国家一般職

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防)　○国家一般職(技術)　熊本市職(消防)　刑務官Ａ　海上保安(特別)

＊

第一 ○熊本市職(一般事務)　○国家一般職　○海上保安(特別)　◇刑務官Ｂ

第一 ○国家一般職　◇裁判所一般　熊本県職(一般事務)　◇宇城市職(一般事務)　◇刑務官Ａ　◇海上保安(特別)

第二 ○国家一般職　○八代市職(一般事務)　◇刑務官Ｂ　◇海上保安(特別)　熊本県職(警察事務)

＊

翔陽 ○国家一般職(技術)

菊池 ○海上保安(特別)

鎮西 ○海上保安(特別)　警視庁警察官Ｂ

開新 ○大阪府警察官Ｂ　◇刑務官Ｂ　　熊本県警察官Ｂ

開新 国士舘大 大阪府警察官Ａ　小城市職(一般事務)

鹿本 ◇熊本県警察官Ｂ　海上保安(特別)

鹿本 ○国家一般職　○海上保安(特別)

ありあけ新世 公務員ﾋﾞｼﾞﾈｽ 熊本県職(教育事務)　日田市職(一般事務)　菊池養生園保健組合（一般事務）

三池 大牟田市職(一般事務)

大牟田 ○税務職　○海上保安(特別)　◇刑務官Ａ　◇福岡県職(教育行政)　◇柳川市職(一般事務)

筑紫 ○海上保安(船舶)　国家一般職　刑務官Ｂ　海上保安(特別)　千葉県職(警察事務)

嘉穂東 飯塚市（行政上級）　嘉麻市　○国家一般　札幌市　○刑務Ｂ　◇飯塚市

久留米学園 嘉麻市

福岡工業 ◇飯塚市（行政上級）　海上保安（特別）　○国家一般　○刑務Ａ　○福岡市　糸島市

福岡女子商業 ○刑務Ｂ　佐賀県（警察事務）　春日那珂川水道企業団　久山町

八女工業 ◇海上保安（特別）　○久留米市　○刑務B

柳川 神奈川県警（第1回警察官B）　大阪府警

福島 ○八女市

ルーテル学院 ○南関町職(一般事務）　国家一般職　◇刑務官Ａ　海上保安(特別)

出水中央 ○甲佐町職(一般事務）税務職　阿久根市職(一般事務）八代生活環境事務組合(一般事務）

大牟田北 ○福岡県職(教育行政)　◇刑務官Ａ　税務職　大牟田市職(一般事務)

東海大学付属熊本星翔 東海大中退 ○海上保安(特別)　大阪府警察官Ｂ

熊本国府 ○山都町職(一般事務）　御船町職(一般事務）

熊本国府 ○熊本市職(一般事務)　○裁判所一般　○海上保安(特別)　◇刑務官Ａ　八代市職(一般事務)

熊本工業
税務職　熊本県職(一般土木)　益城町職(土木）産山村職(一般事務)　大津菊陽水道企業団(一般事務)　山都町職(一
般事務）刑務官Ａ　警視庁[共同]

熊本農業 ◇甲佐町職(一般事務)　八女地区消防組合(消防)　山都町職(一般事務）

玉名工業
社会人経験者 ◇刑務官Ａ　◇海上保安(特別)　福岡市職(行政事務)　益城町職(一般事務）氷川町職(一般事務）玉東町職(一般事

務）

鎮西 社会人経験者 ○熊本県警察官Ｂ　◇海上保安(特別)　東京消防庁(消防)

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）

( 2 )



出身高校 左記以外の学歴 合格職種

日田三隈 ○日田市　○大分県　◇裁判所一般　◇国家一般　◇うきは市

*

嘉穂東 粕屋町　嘉麻市　志免町

久留米商業 ○海上保安（特別）　うきは市（10月採用）　○税務　○福岡県

*

久留米商業 うきは市（10月採用）　○国家一般　みやき町

*

久留米商業 ○大牟田市消防　◇海上保安（特別）

八女工業 ○国家一般　八女市

久留米商業 ○久留米市　○国家一般　◇裁判所一般　うきは市（10月採用）　◇みやま市

尚志館 ○志布志市（早期採用）　○海上保安（特別）　◇税務

祐誠 ○国家一般（技術）　広川町（土木）　福岡市（土木）

壱岐 ○国家一般　海上保安（特別）　◇東京消防庁Ⅲ類（消防官）　福岡市　長崎市

豊玉 ○対馬市　海上保安（特別）　税務

福島 海上保安（特別）

八女工業 ◇国家一般（社会人）　海上保安（特別）　福岡市（電気）

大牟田 ○佐賀県（教育行政）　○国家一般　◇東京消防庁Ⅲ類（消防官）　大牟田市消防

久留米商業 ○柳川市　○国家一般　うきは市（10月採用）

福島 ○大阪府警　○海上保安（船舶）　福岡県警　◇宮崎県警

久留米商業 ◇海上保安（特別）　うきは市（10月採用） ◇裁判所一般　 ○八女市　 ○国家一般（中国） 　○福岡県

久留米商業 ○東京消防庁Ⅲ類（消防官）　○税務 　○朝倉市 　◇入国警備

志布志 宮崎県警

久留米商業 ○福岡県 ◇宇佐市　福岡県警　うきは市（10月採用） 八女市

鎮西学院 税務

福岡工業 糸島市　◇海上保安（特別） ◇税務 　福岡市（消防）

祐誠 八女市（土木）　宗像市（土木）

久留米商業 ○福岡県　◇福岡県警　◇東京消防庁Ⅲ類（消防官） 　◇裁判所一般　 ○税務　 うきは市

八女工業 社会人経験者 ○大牟田市消防 　◇国家一般（社会人）　 ○大川市消防

久留米商業 ○国家一般　大牟田市　◇海上保安（特別）　◇裁判所一般　　福岡県（教育行政）

博多工業 ○国家一般（技術）　東京都（機械）

日田三隈 福岡県警　神奈川県警B

柳川 警視庁警察官

別府翔青 ○大分県　　◇海上保安（特別）　 ◇国家一般 　豊後高田市

柏陵 ○国家一般 　福岡市（消防）　佐賀中部消防

福島 ○税務 　○海上保安（船舶）　福岡県警

福岡女子商業 ○海上保安（情報）　福岡県警　神奈川県警B

久留米商業 ○国家一般 　○入国警備　刑務　 ○甘木朝倉消防（消防）　◇東京消防庁Ⅲ類（消防官）

牛深 ○税務職 　◇裁判所一般 　海上保安(特別) 　熊本県職(一般事務)　天草市職(一般事務)

宇土 ○宇城広域連合(消防) ○海上保安(特別) 　税務職　熊本市職(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

鹿本 ○入国警備官 ○菊池広域連合(消防) ◇熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

鹿本 ○国家一般職 ◇福岡県警察官Ｂ[共同] 　海上保安(特別) 　菊池市職(一般事務)

熊本北 社会人経験者 ○税務職 ○大津町職(一般事務) ◇海上保安(特別)

熊本工業 　熊本市職(技術土木) 　熊本県警察官Ｂ 　益城町職(一般事務)

熊本工業 社会人経験者(陸上自衛隊) ○税務職 ○熊本市職(技術土木) ◇海上保安(特別) 　甲佐町職(一般事務)

*

熊本工業 社会人経験者 ○熊本県警察官Ｂ

熊本工業 ○国家一般職 　福岡県警察官Ｂ[共同] 　◇神奈川県警察官Ｂ[共同]

* 社会人経験者

熊本国府 ○山都町職(一般事務)　○美里町職(一般事務) 　◇熊本県警察官Ｂ  税務職 　御船町職(一般事務)

*

熊本国府 ○海上保安(特別)  熊本県職(一般事務) 　八代市職(一般事務) 　津奈木町職(一般事務)　甲佐町職(一般事務)

熊本商業 ○海上保安(特別)

熊本西 九州看護福祉中退 ○税務職

熊本農業 ○海上保安(情報) ◇大阪府警察官Ｂ[共同]

熊本農業 ○税務職

翔陽 大原学園 　海上保安(特別) 　国家一般職 　熊本県職(林業)　西原村職(一般事務)　 ◇熊本県警察官Ｂ

真和 ○国家一般職 ◇東京消防庁(消防)

岱志 ○刑務官Ａ 愛知県警察官Ｂ[共同]

岱志 ○大牟田市職(身障者)

第二 ○国家一般職 ○広島県警察官Ｂ 　熊本市職(事務) 　海上保安(特別)　熊本県警察官Ｂ

玉名工業 社会人経験者 ○玉名市職(一般事務) ○甲佐町職(一般事務) 　太宰府市職(一般事務)

* 社会人経験者

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防)

玉名工業 社会人経験者 ○玉名市職(一般事務)

多良木 　熊本県警察官Ｂ 　湯前町職(一般事務)

多良木 ○水上村職(一般事務)　○国家一般職 　海上保安(特別) 　広島市(消防) 　上球磨消防組合(消防) 　　　　　　湯
前町職(一般事務) 　五木村職(一般事務)

鎮西 ○国家一般職 ○海上保安(特別) 　熊本県職(警察事務) 　宇城市職(一般事務)

*

■2018年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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鎮西 社会人経験者 ○海上保安(船舶) 　福岡県警察官Ｂ ◇国家一般(事務) ◇大阪府警察官Ｂ東海大学付属熊
本星翔 東海大中退 　警視庁[共同] 　大阪府警察官Ｂ東海大学付属熊
本星翔 熊本学園大中退 ○神奈川県警察官Ｂ 　大阪府警察官Ｂ ◇税務職 　熊本県警察官Ｂ

人吉 ○甲佐町職(一般事務) 　熊本県職(一般事務) 　八代生活環境事務組合

湧心館 ○国家一般職

ルーテル学院 　愛知県(小中学校職員事務) 　荒尾市職(一般事務) 　甲佐町職(一般事務)

久留米商業 ○国家一般職 ○熊本市職(事務) ◇海上保安(特別) 　大津町職(一般事務)

三池 ○国家一般職 ○福岡県職(一般事務) 　海上保安(特別) 　大牟田市職(一般事務)

出水中央 　八代広域行政事務組合(消防)

鹿児島情報 陸上自衛隊 　大阪府警察官Ｂ 　大阪府警察官Ｂ[共同] 　刑務官Ａ

八女工業 社会人経験者 福岡県警　太宰府市（事務A）

祐誠 福岡県警

久留米商業 ○福岡県　◇海上保安（特別）　太宰府市（事務A）　筑紫野市 　○国家一般

武蔵台 ○粕屋町 　○税務 　○特別区　嘉麻市　海上保安（特別）

浮羽工業 社会人経験者 福岡県警　福岡市（機械）

嘉穂東 海上保安（特別）　太宰府市（事務A）　東京消防庁Ⅲ類（消防官）　国家一般　宇佐市

嘉穂東 ○国家一般 ○福岡県　◇海上保安（特別） 太宰府市（事務A） 飯塚市（事務上級）

熊本工業 　大阪府警察官Ｂ 　熊本県警察官Ｂ 　糸島市職(一般事務)

熊本国府 ○甲佐町職(一般事務) ◇海上保安(特別)

城北
○税務職 ○美里町職(一般事務)　◇海上保安(特別) 　裁判所一般 　熊本県職(一般事務) 　八代市職(一般事務)
八代生活環境事務組合

専修大学玉名 大牟田医師会看護専門学校 ○有明広域行政事務組合(一般事務)

第二 ○税務職 ○海上保安(特別) 　熊本市職(事務) 　宇土市職(一般事務)　甲佐町職(一般事務)

必由館 ○国家一般職 　熊本市職(学校事務) 氷川町職(一般事務) ◇海上保安(特別)　甲佐町職(一般事務)

必由館 熊本学園大中退 ○福岡市職(行政事務) 　山都町職(一般事務) 　太宰府市職(一般事務)

文徳 ○国家一般職 ○横浜市職(一般事務) ○菊陽町職(一般事務) ○海上保安(特別)

文徳 　大津町職(一般事務)

大牟田北 ○大牟田市職(一般事務)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

久留米商業 ○久留米市職　税務職　◇海上保安（特別）

八女工業 ○福岡市職（土木）　○国家一般（技術）　○下関市職（土木） ○東京都職（土木） 鞍手町職（土木）

浮羽工業 社会人経験者 朝倉市職 　海上保安（特別）

福岡講倫館 福岡県警察官Ｂ

*

尚志館 ○鹿児島県職 ◇志布志市職 ◇特別区職

祐誠 ○福岡市職（土木） ○国家一般（技術） ○八女市職（土木） 宮若市職（土木）

久留米商業 ○福岡県職 国家一般

八女 ○税務職 ○福岡県警察官Ｂ 東京消防庁消防官Ⅲ類 福岡県警察官Ｂ（早期採用） 福岡市消防

五島 ○海上保安（特別）

八女工業 社会人経験者 ○国家一般（技術） ○鞍手町職（土木） ○小郡市職（土木） 大分市職（土木） 福岡市職（土木）　◇朝倉市職
（土木） ◇福岡県職（土木・特別募集）

壱岐 ○福岡県職 ○壱岐市職 国家一般 ◇海上保安（特別）

宗像 ○国家一般 福岡市職 裁判所 ○海上保安（特別）

ありあけ新世 海上保安（特別）

久留米商業 ○刑務官Ａ 神奈川県警察官Ⅲ種

福岡講倫館 ○税務職 ○海上保安（船舶） ○宗像地区消防

南筑 ○税務職 久留米市職 うきは市職 福岡県警察官B

久留米商業 福岡県職 税務職 小郡市職 海上保安（特別）

三池 ○福岡市職 ○国家一般 ◇柳川市職

福工大附属城東 ○税務職 北九州市職

南筑 帝京大学中退 ○国家一般 ○入国警備官 福岡県警察官Ｂ

*

博多 コンピューター教育学院 福岡県警察官Ｂ ◇愛知県警

*

三池 ○大牟田市職

尚志館 ○鹿児島県職 ○国家一般 ◇鹿屋市職 ○裁判所 ◇海上保安（特別）

福岡講倫館 ○福岡市職（学校事務） 税務職 那珂川町職 海上保安（特別）

久留米商業 ○福岡県職 ○国家一般 ◇海上保安（特別）

八女工業 ○国家一般（技術） ○大川市職（土木） ○東京都職（土木） 福岡市職（土木）

嘉穂東 国家一般

尚志館 社会人経験者 ○税務職 鹿児島県職 鹿児島市交通局（電車運転士）

嘉穂東 税務職 飯塚市職 ◇海上保安（特別）

久留米商業 ○みやま市職

*

*

南筑 佐賀県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ（女性）

南筑

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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八女工業 ○国家一般（技術） 小郡市職（土木） ◇東京都職（土木） ◇海上保安（特別） 福岡県職（土木）　○朝倉市職
（土木） ○福岡県職（土木・特別募集）

久留米商業 ○税務職 福岡県職 ◇海上保安（特別） 糸島市職

久留米商業 福岡県警察官Ｂ

日田三隈 特別区職 日田市職

祐誠 ○国家一般（技術） ○福岡県職（土木・特別募集）

*

*

天草 公務員ビジネス　社会人経験者 ○海上保安(管制) 　福岡県警察官Ｂ

*

宇土 ○熊本県職(教育事務） 　美里町職(一般事務)

大津 ○菊陽町職(一般事務) ○海上保安(特別) 　税務職 　千葉県職(一般行政)

大牟田北 ○国家一般(事務) ◇海上保安(特別) 　大牟田市職(一般事務）

大牟田北 　海上保安(特別) 　大牟田市職(一般事務)

小川工業 　宇城市職(事務)

九州学院 ○国家一般(事務) 　八代生活環境事務組合(一般事務)

九州学院 日本体育大学中退 ○刑務官Ａ(武道) 　熊本県警察官Ｂ

九州学院 ○海上保安(特別) ○国家一般(事務) ◇東京都職Ⅲ類(事務) ○福岡市職(行政事務）

熊本工業 社会人経験者 ○熊本県警察官Ｂ ○海上保安(船舶) ○神奈川県警察官B

熊本工業 社会人経験者 ○海上保安(船舶)

熊本工業 ○国家一般(事務) ○熊本県職(教育事務） ◇海上保安(特別)

熊本国府 ○国家一般(事務) 　熊本県職(一般事務） 　和水町職 ◇海上保安(特別)

熊本国府 社会人経験者 ○玉名市職(一般事務） 　海上保安(特別)

熊本西 ○熊本県警察官Ｂ ○大阪府警察官B

熊本農業 ○国家一般(農業土木) 　熊本県職(農業土木）　 ◇東京消防庁(消防) 宇土市職(土木) ○嘉島町職(土木)　◇福岡県
職(土木)

城北 　海上保安(特別) 　八代市職（事務職Ｃ）

*

専修大学玉名 立正大学 ○和水町職(一般事務)

*

第二 　国家一般(事務) 　熊本市職(事務) ◇宇土市職(一般事務)

玉名 ○国家一般(事務) 　海上保安(特別) ◇熊本市職(学校事務) 　有明広域行政事務組合

玉名 熊本県立大学　社会人経験者 ○有明広域行政事務組合 ◇海上保安(特別)

玉名 ○国家一般(事務) 　福岡市職(行政事務) 　玉名市職(一般事務）

玉名工業 ○税務職 ○有明広域行政事務組合 　熊本市職(消防)

玉名工業 ○国家一般(技術) 　熊本市職(技術・機械) 　熊本県警察官Ｂ東海大学付属熊
本星翔 東海大学 　刑務官Ａ 　海上保安(船舶)

*

必由館 　海上保安(特別) 　西原村職(事務) 　津奈木町職

必由館 福岡大学中退 ○国家一般(事務) ○糸島市職(一般事務） 　裁判所一般 ◇熊本県職（一般事務）

*

必由館 ○合志市職(一般事務）

人吉 ○東京消防庁(消防) 　刑務官B

*

文徳 　海上保安(特別) 　合志市職(一般事務)

文徳 　山鹿市職(一般事務)

文徳 ○税務職 　人吉市職(一般事務）

ルーテル学院 ○熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(船舶) 　福岡県警察官Ｂ 　刑務官A

ルーテル学院 社会人経験者 ○山鹿市職(一般事務) ○税務職 ○特別区職(事務) ○埼玉県警察官B

柳川 ○国家一般 柳川市職 海上保安（特別） 福岡県職

久留米商業 ○特別区職 福岡市職 朝倉市職 ◇海上保安（特別）

祐誠 ○福岡県警察官Ｂ 税務職 ○久留米広域消防 ○北九州市消防

*

祐誠 福岡県警察官Ｂ 名古屋市消防

八女工業 ○国家一般（技術） ◇海上保安（特別） ○福岡県職（土木・特別募集） ○朝倉市職（土木）

福島 ○福岡県職 ○税務職 ◇八女市職 ○海上保安（特別）

福翔 ○佐賀中部広域消防 国家一般

福翔 ○海上保安（特別）

天草工業 ○天草広域連合(事務) ◇海上保安(特別)

有明 ○国家一般職(事務) ◇海上保安(特別) 　荒尾市職(事務）

大牟田 帝京大学福岡中退 　税務職 　千葉県職(一般行政) 　荒尾市職(事務） 　産山村職

開新 社会人経験者 　熊本県警察官Ｂ

鹿本 ○刑務官Ａ 　海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ

鹿本 ○福岡県警察官Ｂ

鹿本 ○菊池市職(一般事務） 　国家一般(事務) 　海上保安(特別)

菊池 ○国家一般(事務) 　熊本県職(教育事務） 　菊池広域連合(消防)

九州学院 ○海上保安(船舶) 　海上保安(特別) 　大分市職(事務職Ⅱ種)

九州学院 ○国家一般(事務) 　熊本県職(警察事務） 　大阪府警察官B 　熊本県警察官Ｂ 　和水町職

熊本工業 　京都府警察官Ｂ 　熊本県警察官Ｂ 　京都府警察官Ｂ(春期)

熊本工業 ○税務職 　海上保安(特別) 　御船町職(一般事務)

熊本国府 ○和水町職 　益城町職(一般事務)

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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熊本国府 熊本学園大学中退 　海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ

熊本商業 ○税務職 ○熊本市職(事務) 　御船町職(一般事務)

東稜 看護福祉大学中退 ◇税務職 　太宰府市職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ

必由館 ○国家一般(事務) 　熊本県職(警察事務) 　御船町職(一般事務)

人吉 ○多良木町職 ○税務職 　熊本県職(一般事務） ◇海上保安(特別)

文徳 福岡医健専門学校 ◇海上保安(特別) 　下球磨消防組合

*

御船 ○国家一般(事務） 　熊本県職(一般事務） 　御船町職(一般事務)

ルーテル学院 ○宇城広域連合消防(消防) 　熊本市職(消防) ◇海上保安(特別)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

久留米商業 ○福岡県職 税務職 桂川町職 海上保安（特別） 特別区職 朝倉市職

八女工業 長洲町職（土木） 福岡県職（土木） 柳川みやま土木組合

山門 ○税務職 ○大牟田市職 大木町職

祐誠 鳥栖三養基地区消防 税務職

久留米商業 ○税務職 ○小郡市職 ○特別区職 ○飯塚市職 ◇福岡市職

志布志 ○曽於市職 ○入国警備官 海上保安（特別） ◇宮崎県警察官Ｂ 東京消防庁Ⅲ類（消防）

久留米商業 税務職 うきは市職

福島 ○海上保安（特別） 八女地区消防 東京消防庁Ⅲ類（消防）

福翔 福岡工業大学中退 那珂川町職

壱岐 【社会人経験者】 長崎県警察官Ⅲ類

福岡魁誠 ○粕屋南部消防 ◇税務職 福岡県警察官Ｂ

祐誠 ○税務職 大分市職（消防） 大牟田市職（消防） 東京消防庁Ⅲ類（消防）

八女 ○国家一般 福岡市職 八女市職

祐誠 ○小郡市（土木） ◇佐世保市水道局（土木）

城北 コンピュータ教育学院 ○福岡県警察官Ｂ

＊

福島 ○八女地区消防 福岡県警察官Ｂ 国家一般

福島 税務職

久留米商業 ○小郡市職 ○久留米広域消防 ◇福岡県警察官Ｂ 大阪市職（消防） 北九州市職（消防） 東京消防庁Ⅲ類（消防）

久留米商業 ○国家一般 小郡市職 福岡県警察官Ｂ 福岡県職

＊

福翔 久山町職 福岡市職（学校事務） 直方市職 特別区職 那珂川町職 福岡県警察官Ｂ

八女 ○国家一般 ○海上保安（特別） ◇福岡県警察官Ｂ ◇八女市職 福岡市職

＊

大分南 大分スクールオブビジネス 税務職 豊後大野市職

柳川 ○国家一般 ◇海上保安（特別）

八女 ○福岡県警察官Ｂ

五島 【社会人経験者】 那珂川町職（社会人経験者） 大木町職（社会人経験者）

久留米商業 ○福岡市職 ◇税務職 ◇大阪府職（学校事務） ◇小郡市職 ◇海上保安（特別）

久留米商業 ○国家一般 ○海上保安（特別） 東京都職 八女市職 福岡県職 福岡市職（追加募集）

朝倉 ○国家一般 朝倉市職 福岡県職（教育行政）

福翔 ○国家一般 那珂川町職 福岡市職 海上保安（特別） 福岡市職（追加募集）

久留米商業 ○福岡県職 ○国家一般 ○うきは市職

久留米商業 ○佐賀県職（警察事務） ○国家一般 うきは市職 佐賀県警察官Ｂ

＊

八女工業 福岡市職（土木） 八女市職（土木） 国家一般（技術） 朝倉市職（土木）

福翔 ○横浜市職（消防） ◇東京消防庁Ⅲ類（消防） 福岡県警察官Ｂ 税務職

久留米学園 【社会人経験者】 福岡県警察官Ｂ

武蔵台 ○山神水道企業団

日田三隈 ○日田玖珠広域消防組合（消防） 税務職

福島 ○八女地区消防 広島市職（消防） 福岡県警察官Ｂ みやま市職（消防）

八女 ○国家一般 ○久山町職 ◇八女市職 福岡市職 福岡市職（追加募集）

福翔 春日大野城那珂川消防 ◇国家一般 糸島市職（消防） ◇東京消防庁Ⅲ類（消防）

久留米商業 ○国家一般 福岡県警察官Ｂ 東京消防庁Ⅲ類（消防）

山門 ○刑務官Ａ 佐賀県警察官Ｂ 入国警備官 福岡県警察官Ｂ

鳥栖工業 ○国家一般（技術） 佐賀東部水道企業団（電気）

祐誠 筑後市消防 福岡県警察官Ｂ 税務職

*

天草工業 ○国家一般(事務) 　○海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 　東京消防庁(消防)　　愛知県警察官Ｂ

天草工業 嘉島町職（一般事務） ◇特別区職(事務) 　熊本県警察官Ｂ　天草市職(一般事務) 　阿蘇市病院事業（一般事務)

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)

宇土 ○刑務官Ａ〈九州〉 　税務職〈東海〉

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

宇土 ○御船町職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ

宇土 崇城大学中退 ○甲佐町職(一般事務)

*

*

■2016年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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開新 社会人経験者 ○御船町職(一般事務)

鹿本 東京消防庁(消防) 　海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ　福岡県警察官Ｂ

鹿本 ○海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ　◇国家一般(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)　◇海上保安(特別)

菊池 菊池市職(一般事務)

九州学院 海上保安(船舶) 　警視庁警察官Ⅲ類[共同]

九州学院 　海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

*

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)

熊本工業 ○菊陽町職(一般事務) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本工業 嘉島町職（一般事務） 　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)

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

熊本国府 税務職〈東海〉 　阿蘇市病院事業（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 熊本学園大学中退 ◇愛知県警察官B[共同]

熊本国府 ○上天草市職(一般事務)

*

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)

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)　税務職〈関東〉

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)

熊本商業 ○国家一般(事務)〈関東〉 ○大阪府職(行政)

熊本西 ○税務職〈関東〉   警視庁警察官Ⅲ類

熊本農業 ○宇城広域連合消防(消防) 　税務職〈関東〉

熊本農業 ○東京消防庁(消防) 　○嘉島町職(一般事務)　税務職〈東海〉 熊本県職(教育事務)

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〉

熊本農業 ○熊本市職(消防) ◇東京消防庁(消防) 　税務職〈関東〉

＊

翔陽 　税務職〈東海〉 ◇海上保安(船舶) 　熊本県警察官Ｂ

済々黌 熊本大学中退 税務職 　熊本市職(事務) 　山鹿市職(一般事務)　◇海上保安(特別)

第一 ○国家一般(事務)〈関東〉 ○熊本市職(事務) ○御船町職(一般事務)　○裁判所一般〈九州〉

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

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) ○特別区職(事務） ◇海上保安(特別)　神奈川県警察官Ｂ

玉名工業 社会人経験者 ○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）

玉名工業 ○和水町職(一般事務) ◇熊本市職(技術)機械

玉名工業 社会人経験者 税務職〈東北〉 　玉名市職(一般事務)

＊

＊

東稜 ○海上保安(特別)

東稜 熊本学園大学中退 ○税務職〈関東〉

必由館 ○八代市職(一般事務)

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)　熊本県職(一般事務)

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)

人吉 ○国家一般(事務)〈関東〉 　錦町職(一般事務)

文徳 ○国家一般(技術)〈関東〉 　東京都職(電気)

文徳 福岡医療専門学校 海上保安(船舶) 　宗像地区消防本部(救急救命士)

文徳 ○税務職〈関東〉 ○刑務官Ａ九州 ◇熊本県警察官Ｂ

文徳 ○熊本県職(警察事務) 　税務職〈関東〉 ◇海上保安(特別)

文徳 ○合志市職(一般事務)

北稜 社会人経験者 ○和水町職(一般事務)

松橋 ○大阪府警察官Ｂ[共同] 　大阪府警察官B

＊

御船 熊本県職(一般事務) 　嘉島町職(一般事務)

八代清流 ○芦北町職(一般事務)  ○海上保安(特別) ◇熊本県職(一般事務) 　税務職〈東海〉

ルーテル学院 税務職〈東海〉 　熊本市職(消防)

ルーテル学院 熊本外語専門学校 ○税務職〈関東〉 ○福岡県職(一般事務)

ルーテル学院 ○特別区職(事務) 　大阪府職(行政)

＊

海上技術学校 ○税務職(東海) ○海上保安(船舶) ◇刑務官A〈九州〉

八女学院 久留米大学 福岡県警察官Ａ うきは市職

八女農業 【社会人経験者】 ◇国家一般[社会人](農業土木) ○千葉県市町村立学校事務（中級） 小郡市職

志布志 ○海上保安（特別） ○広島県警察官Ｂ ○曽於市職 ○入国警備官 税務職 ◇鹿児島市職

西日本短期大学附属 ○福岡市職（学校事務） 筑後市職 ◇税務職

鳥栖工業 【社会人経験者】 ○福岡市職（消防Ａ） ○海上保安（特別） ◇福岡県警察官Ｂ ◇国家一般（技術） 東京消防庁Ⅱ類（消防）

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）

( 7 )



天草 ○海上保安(特別) ○大阪府職(行政) ○天草市職(一般事務)

＊

＊

九州学院 東京消防庁(消防) 　海上保安(船舶) ◇熊本県警察官Ｂ

九州学院 ○税務職〈東海〉 ○熊本県警察官Ｂ

熊本北 社会人経験者 ○福岡市職(初級行政事務)　○税務職〈関東〉 ○特別区職(事務) ◇美里町職(一般事務)　◇海上保安(特別)

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)　◇海上保安(特別)

熊本高専 ※高専３年修了 　熊本市職(事務) 　津奈木町職(一般事務) 　海上保安(特別)

熊本商業
○嘉島町職（一般事務） 東京消防庁(消防) 熊本県警察官Ｂ　福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ［共同］ 阿蘇市病院
事業（一般事務）

熊本西 税務職〈関東〉 　甲佐町職(一般事務)

熊本西 ○海上保安(船舶) 　刑務官Ａ〈九州〉 ◇福岡県警察官Ｂ[共同]

熊本西 ○海上保安(特別) ○熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

＊

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)

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)

玉名女子 ○海上保安(特別)

鎮西 ○愛知県警察官Ｂ[共同]

＊

御船 愛知県警察官Ｂ 　海上保安(情報)

＊

矢部 ○山都町職(一般事務)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

八　　女 大原法律公務員専門学校福岡校 ○八女市職　福岡県職（教育行政）　嘉麻市職　○国家一般　◇特別区職　福岡県警察官Ｂ　海上保安（特別）

小　　郡 ◇福岡県警察官Ｂ　海上保安（特別）

久留米商業 ○朝倉市職　○福岡県職　○国家一般　東京消防庁（消防）

神崎清明 大村市職

東海大学付属第五 ○宗像地区消防組合（消防） 島原地域広域市町村圏組合（消防）  東京消防庁（消防） 福岡県警察官Ｂ

山　　門 ○海上保安（特別） ○佐賀県警察官Ｂ 福岡県職（警察事務） 福岡県警察官Ｂ　○国家一般

福工大附城東 九州産業大学中退 ○海上保安（特別） ○税務職 粕屋町職

尚志館 ○国家一般 東京都職 志布志市職

山　　門 刑務官Ｂ

八女工業 ○福岡市職（土木） ○国家一般（技術） ◇糸島市職（土木） ○東京消防庁（消防） 須恵町職（土木）

久留米商業 うきは市職 税務職 久留米市職 ◇特別区職

輝翔館中等教育学校 九州産業大学中退 ○海上保安（特別）

東福岡 久留米大学 ◇国家一般（技術）

香椎工業 【社会人経験者】 ○熊本市職（消防） 刑務官Ａ 税務職

筑紫女学園 広島国際大学中退 那珂川町職

久留米商業 ○みやま市職 福岡県職（警察事務） ○税務職

福　　翔 福岡市職 那珂川町職 海上保安（特別）

八女工業 ○福岡市職（土木） ○国家一般（技術） 小郡市職（土木） 須恵町職（土木）

尚志館 ○大隅肝属地区消防組合（消防） 鹿児島県職（警察事務） 福岡県警察官Ｂ

南　　筑 ○佐賀県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 東京消防庁（消防）

久留米商業 うきは市職

八女工業 【社会人経験者】 ○佐世保市職（水道技術） 福岡市職（土木） 佐賀東部水道企業団（土木）     芦屋町職（土木）

五　　島 ○福岡市職（消防） ◇東京消防庁（消防） 長崎市職（消防） 海上保安（特別）

久留米商業 ○税務職 ◇東京消防庁（事務）

* 　

久留米高専 【社会人経験者】 ○福岡市職 ◇那珂川町職 ◇直方市職 ○国家一般（技術）

八女学院 久留米大学

八女工業 ○国家一般（技術） ○南関町職（土木） 東京都職（土木） ◇宇佐市職（土木）

西日本短期大学附属 東京消防庁（事務）

＊

豊　　玉 対馬市職 長崎県職（教育事務） 国家一般 ○海上保安（特別） 南小国町職

鳥栖商業 ○佐賀県職（警察事務） ○税務職

三池工業 ○福岡県職（土木） ○国家一般（技術）

大牟田 大原法律公務員専門学校福岡校 ○みやま市職（消防） ○東京消防庁（消防） ○税務職

大牟田 麻生公務員専門学校 ○刑務官Ａ ○海上保安 熊本県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

南　　筑 刑務官Ｂ

久留米商業 福岡市職 ◇春日市職 ◇東京都職 国家一般

山　　門 ○福岡市職 柳川市職 国家一般 東京都職 海上保安（特別） 福岡県警察官Ｂ

久留米商業 ○国家一般 ○東京都職 みやき町職 ◇飯塚市職 海上保安（特別）

五　　島 ○福岡市職 ○海上保安（特別） 五島市職 税務職 裁判所一般

尚志館 ◇鹿児島県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

福　　智 平戸市職

■2015年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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鳥栖工業 【社会人経験者】 ○国家一般（技術） 長崎市職（消防） 粕屋南部消防組合（消防）             福岡県警察官Ｂ

清　　峰 【社会人経験者】 ○宗像地区消防組合（消防） ○海上保安 松浦市職（消防） ○税務職

福　　島 みやき町職 広川町職

久留米商業 福岡県警察官Ｂ 佐賀県警察官Ｂ 警視庁警察官Ⅲ類 海上保安

八女工業 【社会人経験者】 ○八女市職 ○福岡市職 ○税務職 東京都職

芦北 ○芦北町（一般事務） 　国家一般（林業） 　熊本県（林業）

天草 社会人経験者 ○天草市（一般事務） 　税務職 ◇熊本県警察官B

*

*

有明工業高等専
門学校

高専3年修了 ○国家一般（事務･九州） ○福岡県（一般事務） ○荒尾市（一般事務）

宇土 九州看護福祉大学中退 ○税務職（近畿） ○宇城市（一般事務）

鹿本 東京アカデミ－ ○山鹿市消防（消防） ◇熊本県警察官B

*

鹿本 ○刑務官Ａ（九州） ○東京消防庁（消防） 　税務職（九州）　◇熊本県警察官B

九州学院 ○税務職（東海） 　熊本県警察官B 　大阪府警察官B

九州学院 税務職（関東） 　海上保安（船舶） 　水俣芦北広域消防（消防）　熊本県警察官B

九州学院 ○愛知県警察官Ｂ

球磨工業 ○相良村（一般事務） ○海上保安（船舶）　税務職（東海） ◇熊本県警察官B

熊本北 ○国家一般（事務･関東） 　熊本市（一般行政） 　合志市（一般事務）

熊本北 社会人経験者 ○海上保安（航空） ○益城町（一般事務）

熊本北 社会人経験者 阿蘇広域消防（消防） 　大分市（事務職２種）

熊本工業 ○横浜市（消防） 　八代広域消防（消防）

熊本工業定時制 東京都（電気） 　千葉県（電気） 　千葉市（技能）

熊本高等専門学
校

社会人経験者 ○福岡市（学校事務） 　氷川町（一般事務）

熊本高等専門学
校

※高専3年修了 熊本県（一般事務） 　津奈木町（一般事務）

熊本商業 ○税務職（九州） ○上天草市（一般事務） 　大村市(一般事務スポーツ等実績者）

熊本商業 税務職（九州） 　宇土市（一般事務）

熊本商業 税務職（東海） 　熊本県警察官B

熊本西 福岡大学 ○福岡県警察官A

＊

*

熊本西 龍谷大学卒 熊本県警察官A 　山鹿市消防（消防）

熊本西 福岡県警察官Ｂ   神奈川県警察官Ｂ[共同]

熊本西 ○刑務官Ａ（九州） ◇熊本県警察官B

熊本西 刑務官Ａ（九州） 　愛知県警察官Ｂ

*

慶誠 ○東京消防庁（消防）

城北 山鹿市消防（消防）

真和 熊本学園大学中退 ○嘉島町（一般事務） ○美里町（一般事務） 　太宰府市（一般事務A）

真和 崇城大学中退 ○税務職（九州） ○海上保安（特別） ○熊本市（消防） ○天草広域連合（消防） 　東京消防庁（消防）

専修大学玉名 ○税務職（東海） ○愛知県警察官Ｂ

玉名 ○大阪府警察官B 　海上保安（特別）

玉名工業 ○玉名市（一般事務） 　税務職（東海） ◇愛知県警察官Ｂ

*

玉名工業 　刑務官Ａ（九州） 　熊本県警察官B

玉名工業 ○南小国町（一般事務）

玉名工業 社会人経験者 ○広島市（消防）

*

*

鎮西 ○刑務官Ａ（九州）

人吉 国家一般（事務・九州） 　人吉市（一般事務） 　海上保安（特別）　鹿児島市（一般事務）

人吉 大分県立芸術短期大学 ○大分県（一般事務） 　人吉市（一般事務）

三池 ○国家一般（事務・九州） 裁判所一般（九州） ◇福岡市（行政事務）大牟田市（一般事務） ◇海上保安（特別)

*

御船 ◇海上保安（情報） 　愛知県警察官Ｂ

矢部 税務職（関東）

ルーテル学院 ○税務職（関東） ○大津町（一般事務）　熊本県（一般事務） ◇熊本県警察官B

ルーテル学院 九州ルーテル学院大学 ○熊本県国民健康保険団体連合会 　御船町（一般事務）

福　　島 ○国家一般 福岡市職 うきは市職 東京都職

福　　翔 福岡県警察官Ｂ 春日大野城那珂川消防組合（消防） 山口県職（小中学校事務）福岡県警察官Ｂ 海上保安（特別）

志布志 南大隅町職

山　　門 ○東京消防庁（消防） ○筑後市職（消防） ○税務職 ○海上保安（特別）  ◇長崎市職（消防）

大牟田 ○税務職

壱　　岐 ○横浜市職 ○税務職 海上保安（特別）

唐津工業 ○海上保安（特別）

祐　　誠 ○税務職 北九州市職(消防) 筑紫野太宰府消防組合（消防） 長崎市職（消防）海上保安（特別） 福岡県警察官Ｂ

尚志館 ○国家一般 肝付町職 海上保安（特別）

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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鹿本 ○国家一般（事務・関東） 　海上保安〈特別） 　山鹿市（一般事務）　◇千葉県（一般行政）

菊池 ○海上保安（特別）

熊本国府 　愛知県警察官Ｂ 　海上保安（船舶） 　大阪府警察官B　愛知県警察官Ｂ[共同]

熊本国府 海上保安（情報）

熊本国府 ○国家一般（事務・九州） 　大津町（一般事務） ◇飯塚市（一般事務）

熊本国府 ○税務職（東海） ○熊本県警察官Ｂ ◇愛知県警察官Ｂ

秀岳館 千葉県警察官Ｂ

玉名 壺渓塾 ○山鹿市（一般事務） 　広川町（一般事務）

玉名工業 ○国家一般（技術・関東）

玉名工業 ○国家一般（技術・中国） 　海上保安〈船舶） ◇愛知県警察官Ｂ

鎮西 ○ 神奈川県警察官Ｂ[共同]

東福岡 ○熊本県警察官B

人吉 上球磨広域組合（一般事務）

八代東 社会人経験者 錦町（一般事務） 　美里町（一般事務）

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

福　　島 福岡県職

高校卒業認定 【社会人経験者】 ○福岡市職(地下鉄) 粕屋町職 小竹町職

久留米商業 大木町職 広川町職

福　　翔 福岡県警察官Ｂ 佐賀県警察官Ｂ 国家一般

＊ 　

新　　宮 海上保安 兵庫県警察官Ｂ[共同]

久留米商業 ○税務職 熊本市職(消防)

唐 津 西 愛知県警察官Ｂ[共同]

久留米商業 ○佐賀県職(警察事務) 福岡県警察官Ｂ 長崎県警察官Ⅲ ◇東京消防庁(消防)

福　　島 ○八女市職 ○福岡市職

山　　門 ○柳川市職 ○国家一般

鳥栖商業 ○東京都職 ◇福岡市職(学校事務) 税務職 ◇刑務官Ｂ

鹿児島南 ○大隅肝属地区消防組合(消防) 広島市職(消防) 東京消防庁(消防) ◇税務職

壱　　岐 ○大阪府警察官Ｂ[共同]

久留米商業 ○福岡市職 ○海上保安(特別) 広川町職 みやま市職

久留米商業 ○税務職 佐賀県職(警察事務)

唐津工業 刑務官Ａ 東京消防庁(消防)

＊ 　

三池工業 ○福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

久留米商業 海上保安(特別)

朝　　倉 ○福岡市職 朝倉市職 ◇税務職 ○海上保安(特別)

筑　　紫 ○海上保安(特別)

糸　　島 公務員ビジネス専門学校 ○福岡県職(学校事務) ○須惠町職 税務職 ◇東京消防庁(消防) ○海上保安(特別)

＊ 　

五　　島 公務員ビジネス専門学校 ○長崎県警察官Ⅲ 五島市職

尚 志 館 国家一般 広島県警察官Ｂ

山　　門 ○みやま市職 ◇福岡県職

祐　　誠 海上保安 税務職

久留米商業 ○堺市職(消防) 福岡県警察官Ｂ

南　　筑 千葉県警察官Ｂ

五　　島 公務員ビジネス専門学校 五島市職(消防)

福　　島 ○八女市職 海上保安

祐　　誠 ○国家一般 福岡市職 柳川市職

久留米商業 ○税務職 ◇別府市職 参議院一般 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別)

尚 志 館 ○大隅肝属消防組合(消防) ○東京消防庁(消防) 宮崎市職(消防) 広島市職(消防) 税務職 ◇海上保安(特別)

八女農業 公務員ビジネス専門学校 福岡市職 福岡県職

大牟田北 警視庁警察官Ⅲ 福岡県警察官Ｂ

祐　　誠 神奈川県警察官Ｂ 海上保安

筑紫女学園 筑紫女学園短大 ○佐賀県職(警察事務) 福岡県警察官Ｂ

瓊　　浦 公務員ビジネス専門学校 長崎県警察官Ⅲ

純　　真 福岡県警察官Ｂ 大分県警察官Ｂ 滋賀県警察官Ｂ[共同] 海上保安

祐　　誠 ○宇佐市職(土木) 国家一般(技術)

久留米商業 ○福岡市職(学校事務) ○国家一般 筑紫野市職

三池工業 【社会人経験者】 ○みやま市職(消防) ○海上保安(特別) ◇筑紫野太宰府消防組合(消防)

東筑紫学園 九州産業大中退 ○刑務官Ａ

尚 志 館 ○大隅肝属地区消防組合(消防) ○海上保安

北　　筑 福 岡 大 ○海上保安(特別) 岡垣町職 大分市職Ⅱ種 広島市職(消防) 福岡県警察官Ａ

久留米商業 ○福岡市職 佐賀県職(警察事務) 別府市職 ◇税務職

五　　島 ○五島市職 ○海上保安(特別) ◇長崎県警察官Ⅲ ◇税務職 海上保安

志 布 志 ○裁判所一般 ○鹿児島県職 ○税務職 鹿児島市職 ◇鹿児島県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)

三　　池 ○税務職 ○東京消防庁(消防) 福岡市職(消防) 大牟田市職(消防) ◇海上保安(特別)

南　　筑 県立広島大 ○大分市職Ⅱ種 福岡市職(中級事務) 大野城市職Ａ 筑紫野市職Ａ ◇海上保安(特別)

山　　門 ○税務職

■2014年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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八女工業 福岡市職(土木) 筑後市職(土木)

大 牟 田 大牟田市職(消防)

天草（倉岳校） ○天草市（一般事務） ○税務職（九州） 　海上保安（特別）

荒尾 刑務官Ｂ九州 　大阪府警察官B

宇土 ○熊本県（警察事務） ○宇土市（一般事務）

大津 ○税務職（近畿） 　熊本県（警察事務） 　八女市（一般事務Ｂ）

*

神村学園 ○大阪府警察官B 　警視庁Ⅲ類

鹿本 ○上益城消防（消防） ○税務職（東海） 　菊池広域連合（消防）

鹿本 ◇和水町（一般事務）

鹿本 ○税務職（中国） ○和水町（一般事務） ○海上保安（特別）　熊本市（事務職）

菊池 ○刑務官Ａ九州 　横浜市（消防）

*

九州学院 ○菊池市（一般事務） 　国家一般（事務）関東

九州学院 ○東京消防庁（消防） 　横浜市（消防） 　八代広域行政事務組合（消防）

九州学院 ○税務職（近畿） ○東京都（事務） ○ 福岡県（一般事務）○海上保安（特別） ○御船町（一般事務）

球磨工業 社会人経験者 ○人吉下球磨消防組合（消防） 　神奈川県警察官Ｂ ◇愛知県警察官Ｂ［共同］

球磨工業 ○東京都（機械）

熊本高等専門学
校

高専３年終了 嘉島町（一般事務） 　税務職（関東） 　特別区（事務）　◇海上保安（特別）

熊本高等専門学
校

高専３年修了 ○国家一般（事務）九州 ◇裁判所一般（九州） 　海上保安（特別）熊本市（学校事務） ○天草市（一般事務）

熊本国府 海上保安（情報） 　千葉県警察官Ｂ［共同］ 　千葉県警察官Ｂ［共同］

熊本国府 ○国家一般（事務）関東 ○福岡市（行政事務） 　上天草市（事務職）

熊本国府 ○税務職（九州） ○合志市（一般事務）

熊本国府 ○税務職（関東）

熊本国府 ○神奈川県警察官Ｂ[共同]

*

熊本中央 菊池市医師会立看護高等専門学校中退 ○大阪府警察官B

熊本西 東京アカデミー ○熊本市（消防）　○東京消防庁（消防） ○税務職（東海） 　阿蘇広域行政事務組合（消防）

熊本西 熊本学園大学 阿蘇市（一般事務） 　熊本県国民健康保険団体連合会(一般事務）

熊本農業 ○国家一般（農業土木） ○甲佐町（一般事務） ◇広川町（一般事務）

熊本マリスト学
園

社会人経験者　　熊本大学 ○高森町職（一般事務）

秀岳館 警視庁警察官Ⅲ[共同]

済々黌 熊本県立大学中退 ○熊本市（事務職）　○税務職（九州） ◇海上保安（特別） ◇大分市職（現業職Ｂ）合志市（一般事務）

第一 福岡女学院大学中退 ○熊本市（事務職） 　高森町（一般事務） 　甲佐町（一般事務）　◇広川町（一般事務）

高森 ○熊本県（学校事務） 　高森町（一般事務）

玉名 ○国家一般（事務）関東 ○熊本市（消防）

*

玉名工業 ○有明広域行政事務組合（消防）

玉名工業 国家一般（技術）関東

玉名工業 海上保安（船舶）

玉名工業 ○税務職（中国） 　和水町（一般事務）

*

千原台 ○税務職（九州） 小国町（一般事務）

*

鎮西 別府大学 ○刑務官Ａ関東  警視庁警察官Ⅰ[共同] 　福岡県警察官Ａ

*

*

人吉 社会人経験者 ○錦町（一般事務）

人吉 ○湯前町（一般事務） ○税務職（九州） ◇海上保安（特別）　◇熊本市（事務職）

人吉 千葉県（一般行政） 　錦町（一般事務） 　海上保安（特別）

人吉 ○税務職（九州） ○鹿児島市（一般事務） 　人吉市（一般事務）　熊本県（教育事務） ◇海上保安（特別）

人吉 東京消防庁（消防） 　熊本市（消防） 　人吉下球磨消防組合（消防）　◇海上保安（特別）

人吉 ○国家一般（事務）九州 ○人吉下球磨消防組合（消防） 　筑後市職（消防）

文徳 社会人経験者　　熊本YMCA学院 産山村（一般事務） 　九重町（一般事務）

文徳 熊本学園大学 南小国町（一般事務） 　十島村（一般事務）

三池 ○税務職（九州） ○大牟田市（一般行政事務Ｂ）

水俣 ○海上保安（船舶） ○刑務官Ａ関東 ◇千葉県警察官B

御船 崇城大学専門学校 上益城消防組合（消防）

三養基 熊本学園大学中退 ○熊本県警察官Ｂ

屋久島おおぞら 社会人経験者 山鹿植木広域行政事務組合（消防）

八代東 社会人経験者 ○五木村（一般事務）

*

八代南 ○千葉県（一般行政）

八代南 ○八代広域行政事務組合（消防） ◇千葉県警察官Ｂ［共同］ 　海上保安（特別）

八代南 ○氷川町（一般事務）

*

*

ルーテル学院 ○税務職（関東）
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南　　筑 ○筑紫野太宰府消防組合(消防) ○税務職

八　　女 ○八女地区消防組合(消防) ○税務職 筑後市職(消防) ◇大阪府警察官Ｂ

武 蔵 台
○県央地域広域市町村圈組合(消防) 福岡市職(消防) 春日大野城那珂川消防組合(消防) ◇杵藤地区広域市町村圏組合
(消防) 国家一般

三　　池 福岡工業大中退 ○税務職 福岡市職 大牟田市職 海上保安(特別)

新　　宮 ○福岡市職 篠栗町職 ◇飯塚市職 ○海上保安(特別)

南　　筑 ○海上保安 杵藤地区広域市町村圏組合(消防) ◇対馬市職(消防) 広島県警察官Ｂ

＊ 　

山　　門 ○大川市職(消防) ○国家一般 東京消防庁(消防)

南　　筑 【社会人経験者】 ○福岡県職(学校事務) ○八女市職

祐　　誠 ○みやま市職(消防) ◇福岡市職(消防) 直方市職(消防) 東京消防庁(消防)

祐　　誠 ○国家一般(技術) うきは市職(土木)

＊ 　

浮羽究真館 ○福岡市職 ○税務職 上益城消防組合(消防) 大分市職(消防) 東京消防庁(消防) ◇横浜市職(消防) 福岡県警察官Ｂ

南　　筑 八女市職 税務職 ◇東京都職 海上保安(特別)

福　　翔
○福岡市職(消防) ○筑後市職(消防) 春日大野城那珂川消防組合(消防) 杵藤地区広域市町村圏組合(消防) 広島県警
察官Ｂ

大津 社会人経験者 ○税務職（東海）

熊本商業 熊本学園大学 ○高森町職（一般事務）

熊本西 ○東京消防庁（消防） 　熊本市（消防） 　大分市職（現業職Ｂ）　◇直方市（一般事務）

熊本農業 ○苓北町（一般事務）

城北 ○東京消防庁（消防） 　海上保安（特別）

玉名 ○福岡市（行政事務）　○国家一般（事務）九州 ◇有明広域行政事務組合（一般事務） ◇海上保安（特別）

玉名 ○税務職（東海） ○福岡市（行政事務） ○荒尾市（一般事務）

玉名工業 ○玉名市（一般事務） ◇海上保安（特別）

多良木 神奈川大学 ○多良木町（一般事務） ○神奈川県警察官Ａ[共同] 　福岡県警察官Ａ

東稜 社会人経験者 ○税務職（九州） ○宇城市（一般事務） 　海上保安（特別）　熊本市（事務職） 　高森町職（一般事務）

必由館 熊本保健科学大学中退 十島村（一般事務） 　高森町（一般事務）4月 　高森町職（一般事務）9月　大分市職（現業職Ｂ）

人吉 ○国家一般（事務）九州 　宇城市（一般事務） 　高森町職（一般事務）

文徳 ○神奈川県警察官B

*

三池 ○国家一般（事務）九州 　大牟田市（消防） 　海上保安（特別）

三池工業 税務職（九州）

御船 ○上益城消防組合（消防） 　 山都町（一般事務） 　海上保安（特別）　◇南小国町（一般事務）

ルーテル学院 ○税務職（近畿） 　西原村（一般事務）

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

＊  

山　　門 ○海上保安(特別) 久留米広域市町村圏事務組合(消防)

久留米商業 公立八女総合病院企業団(事務）

八　　女 八女地区消防組合(消防) 東京消防庁(消防)

祐　　誠 ○国家一般(技術)

太 宰 府 久留米大 公立八女総合病院企業団(事務） 筑紫野市職Ａ

＊  

＊  

祐　　誠 那珂川町職(土木)

佐賀商業 税務職 海上保安(特別)

久留米商業 ○久留米市職 ○八女市職 ○税務職 ○海上保安(特別) 嘉麻市職

八女農業 福岡農業(専攻科) ○愛知県職(学校事務) ◇刑務官Ａ 海上保安(特別)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○八女市職(土木) ○国家一般(技術) 朝倉市職(土木)

三 養 基 ○みやき町職 国家一般 裁判所一般

久留米商業 ○刑務官Ｂ

＊  

新　　宮 ○税務職 宗像市職 福岡県職 裁判所一般 海上保安(特別)

＊  

八女工業 ○東京都職(土木) ◇福岡市職(土木) 朝倉市職(土木)

尚 志 館 ○宮崎県警察官Ｂ 日南市職（消防） 福岡県警察官Ｂ 東京消防庁(消防)

朝　　倉 ○朝倉市職 ○税務職 うきは市職 海上保安(特別)

島原翔南 長崎県警察官Ⅲ 名古屋市職 南島原市職 特別区職

山　　門 ○荒尾市職 ○福岡県職 ○海上保安(特別) ◇嘉麻市職 宇佐市職

久留米商業 ○福岡県警察官Ｂ

福　　翔 ○粕屋南部消防組合(消防) ○福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

南　　筑 【社会人経験者】 春日大野城那珂川消防組合(消防) 筑後市職(消防)

八　　女 ○税務職 ○福岡市職 筑後市職 嘉麻市職 海上保安(特別)

山　　門 福岡市職(学校事務) 柳川市職

祐　　誠
○海上保安(特別) 鳥栖三養基地区消防事務組合(消防) 福岡市職(消防) 柳川市職(消防) 税務職 粕屋北部消防組合
(消防) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡市職(電気) ○国家一般(技術) ◇下関市職(電気)

折尾愛真 九州産業大 大阪府警察官Ａ[共同]

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）

■2013年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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三　　池 福岡工業大中退 ○国家一般 柳川市職 ◇海上保安(特別)

三　　潴 ○千葉県警察官Ｂ[共同] ○神奈川県警察官Ｂ[共同] 福岡県警察官Ｂ

＊  

久留米商業 ○佐賀県職(警察事務) 大牟田市職

尚 志 館 ○曽於市職 ○国家一般

口　　加 ○税務職 長崎市職(消防) 嘉麻市職

浮羽究真館 福岡県警察官Ｂ 大分市職(消防) 海上保安

佐賀工業 ○福岡県警察官Ｂ ○海上保安 税務職 福岡県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ[共同]

南　　筑 ○海上保安(特別) 福岡県警察官Ｂ 嘉麻市職

八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家一般(技術) 大牟田市職(土木) 嘉麻市職(土木) 直方市職(土木)

筑紫中央 【社会人経験者】 ○春日市職 ○福岡市職 税務職 裁判所一般 ◇福岡県公立大学法人 ◇海上保安(特別)

久留米商業 ○みやま市職 ◇福岡県職(学校事務) ◇杵築市職

＊  

尚 志 館 ○鹿児島県職(警察事務) ○宮崎県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 鹿児島県警察官Ｂ

＊  

＊  

八　　女 ○税務職 久留米市職 海上保安(特別)

大　　島 鹿児島県警察官Ｂ

武 蔵 台 みやま市職(消防) 佐賀中部広域連合(消防) 海上保安 海上保安(特別)

祐　　誠 ○千葉県警察官Ｂ[共同] 刑務官Ａ

＊  

有明工業高専 福岡市職(機械) 嘉麻市職 田川市職 海上保安(特別)

平　　戸 ○東京消防庁(消防) ○海上保安

五　　島 ○五島市職(消防) ○大阪府警察官Ｂ 長崎県警察官Ⅲ

久留米商業 ○福岡市職(学校事務) ○八女市職 裁判所一般

新　　宮 宗像市職 税務職

久留米商業 ○熊本県警察官Ｂ ○国家一般 ○刑務官Ａ

祐　　誠 福岡大中退 ○刑務官Ａ 愛知県警察官Ｂ[共同] 神奈川県警察官Ｂ

祐　　誠 滋賀県警察官Ｂ[共同] 嘉麻市職

久留米商業 ○八女市職 福岡県職(学校事務) ◇税務職

鳥栖工業 ○国家一般(技術) ◇警視庁警察官Ⅲ[共同]

久 留 米 鹿屋体育大中退 ○海上保安(特別) 筑後市職(消防)

ルーテル学院 菊陽町職（調理） 　海上保安（情報）

三池 ○みやま市職(消防） ○国家一般（事務・関東）

三池 ○みやま市職(消防）

三池工業 ○刑務官Ａ(九州） 　東京消防庁（消防）

九州学院 熊本学園大学中退 ○菊池広域連合（消防） ○東京消防庁（消防）

九州学院 海上保安(航空）

九州学院 社会人経験者 ○田川市職(一般事務Ａ）

五島海陽 社会人経験者 ○五島市職(一般事務） 　川崎町職（一般事務） 　海上保安（情報）

人吉 人吉球磨広域行政組合（一般事務） ◇海上保安（特別）

人吉 ○税務職(関東） 　人吉市職（一般事務） ◇宮崎県職（一般事務）

人吉 壺渓塾 ○熊本市職(学校事務) ○湯前町職（一般事務）○海上保安（特別）裁判所一般（九州）◇鹿児島市職（一般事務）

八代南 社会人経験者 ○熊本県警察官Ｂ ○福岡県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

出水中央 ○熊本県職（一般事務）○国家一般（事務・九州）○裁判所一般（九州）◇海上保安（特別）◇水俣市(行政事務）

出水中央 ○福岡県職(警察事務） ○税務職（関東） 　刑務官Ｂ（中国）

*

*

多良木 神奈川大学 上球磨消防組合（消防）

大津 ○海上保安（船舶） 　菊池広域連合（消防）

大津 熊本県警察官Ｂ 　海上保安（情報）

大津 ○熊本県警察官Ｂ ○刑務官Ａ（九州）

*

天草 ○天草市職(一般事務） ○国家一般（事務・九州） ◇鹿児島市職（一般事務）

天草 社会人経験者 海上保安(船舶）

宇土 ◇国家一般（事務・関東） ◇宇佐市職（一般事務）宇城市職（一般事務） 福岡市職（行政事務）海上保安(特別)

御船 壺渓塾 ○国家一般（技術・関東） ◇兵庫県警察官Ｂ

御船 熊本県警察官Ｂ

必由館 ○熊本市職（学校事務） ◇大津町職（一般事務）

必由館 ○菊池市職(一般事務）

必由館 熊本保健科学大中退 高森町職（一般事務）

*

文徳 千葉県職（学校事務） 　海上保安（特別）

文徳 ○熊本県警察官Ｂ

文徳 熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

文徳 高森町職（一般事務）

東稜 壺渓塾 ○刑務官Ａ(九州） 　熊本県警察官Ｂ

東稜 社会人経験者 熊本県職(一般事務） 　甲佐町職（一般事務） 　国家一般（事務・九州）

水俣 ○福岡県警察官Ｂ ○海上保安（特別）

*
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熊本フェイス学
院

熊本市立総合ビジネス専門学校 ○宇城市職（一般事務） ◇海上保安（特別） 　福岡県職（一般事務） ◇九重町職（一般行政職Ａ）

熊本信愛女学院 熊本保健科学大学中退 ○刑務官Ｂ（九州） ◇海上保安（特別）

熊本北
○熊本市職（事務職） ○海上保安（特別）○税務職(九州） ○合志市職（一般事務）　裁判所一般（九州） 　  う
きは市職（一般事務）

熊本北 ○東京消防庁（消防）○海上保安（特別） ◇広島市職（消防） 　菊池広域連合（消防）

熊本商業 熊本学園大学 産山村職（一般事務）

熊本国府 九州中央リハビリテーション学院中退 天草広域連合(消防） 　熊本県警察官Ｂ

熊本国府 熊本学園大学 ○氷川町職（一般事務） ○国家一般（事務・関東）

熊本工業 ○税務職（関東）○刑務官Ａ(九州） ◇熊本県警察官Ｂ 　福岡市職（建築）

熊本工業 ○京都府警察官Ｂ 　静岡県警察官Ｂ 　国家一般（技術・関東）

熊本工業 ○国家一般（技術・関東） ◇鹿児島市職（土木） 　熊本県職（一般土木）

熊本西 宇城広域連合（消防）

熊本西 東海大学 熊本県警察官Ａ

熊本西 ○海上保安（特別）

熊本農業 ○国家一般（事務・関東）○千葉県職（学校事務） ○五木村職（一般事務） ◇熊本県警察官Ｂ

熊本農業 ○有明広域行政事務組合（消防） ○東京消防庁（消防） ◇静岡県警察官Ｂ

*

玉名 ○税務職（中国） 　山口県職（警察事務） 　南関町職（一般事務）　◇熊本県警察官Ｂ

玉名 ○国家一般（事務・関東）○荒尾市職（事務職Ｂ）◇千葉県職（一般行政） 裁判所一般（九州）海上保安（特別）

玉名 ○福岡県警察官Ｂ ○海上保安（特別）

玉名 ○千葉県警察官Ｂ 　熊本県職（警察事務）

玉名
○熊本県職（警察事務）○国家一般（事務・関東）◇福岡県警察官Ｂ 　広島県警察官Ｂ ◇熊本県警察官Ｂ 　　◇海
上保安（特別）

玉名女子 ○千葉県職（学校事務）○税務職（関東）  ◇海上保安（特別） 　相良村職（一般事務）

玉名女子 玉名市職（一般事務）

玉名工業 ○税務職（関東） 　大阪府警察官Ｂ

玉名工業 別府大学 ○熊本県職警察官Ａ

玉名工業 ○国家一般（技術・関東） ○海上保安（特別） 　玉名市職（一般事務）

第一 社会人経験者 ○八代市職（事務職Ｂ）

西陵 ○刑務官Ａ(九州） 　東京消防庁（消防） 　広島市職（消防）

森 【社会人経験者】 ○那珂川町職 ○大分市職(現業) 福岡県職(警察事務) 桂川町職

八女工業 ○国家一般(技術) ○刑務官Ａ ○海上保安(特別) 福岡市職(土木)

屋久島おおぞら ◇愛知県警察官Ｂ[共同]

山　　門 ○福岡市職 ○海上保安(特別) 裁判所一般 嘉麻市職 うきは市職

三　　池 ○みやま市職(消防) 福岡市職(消防) 大牟田市職(消防) 海上保安(特別)

祐　　誠 ○中間市職(消防) ○海上保安(特別) 粕屋北部消防組合(消防)

山　　門 ○みやま市職 福岡市職(学校事務)

三池工業 大牟田市職(消防) 海上保安(特別) 福岡県警察官Ｂ

筑陽学園 福岡市職 筑紫野市職 小値賀町職

佐世保実業 刑務官Ａ

南　　筑 ○国家一般 八女市職

福　　翔 春日大野城那珂川消防組合(消防) ◇大牟田市職(消防) 千葉県警察官Ｂ

香椎工業 ○東京都職 ○海上保安(特別) ◇古賀市職 福岡市職 うきは市職

三池 ○大牟田市職（消防） ○広島市職（消防） 　東京消防庁（消防）

三池 ○国家一般（事務・九州） 　鹿児島県職（一般事務） 　大牟田市職（一般行政事務Ｂ）　裁判所一般（九州）

九州学院 第一薬科大学中退 ○刑務官Ａ ○海上保安（特別） 千葉県職（学校事務）

千原台 ○国家一般（事務・関東） 　高森町職（一般事務）

宇土 熊本県警察官Ｂ

必由館 ○特別区職 　福岡市職（学校事務） ◇海上保安（特別）　◇長崎市職（事務）

東海大学付属第
二

熊本ＹＭＣＡ学院 ○甲佐町職（一般事務） ◇熊本県警察官Ｂ

熊本工業 熊本県警察官Ｂ

熊本農業 社会人経験者 熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　海上保安（船舶）

玉名 西南学院大学中退 ◇海上保安（特別）

玉名工業 ○北九州市職（機械） ○国家一般（技術・九州）　玉名市職（一般事務） 　海上保安（特別）

第一 ○税務職（九州） ◇海上保安（特別） 　上天草市職（事務職）

翔陽 熊本県警察官Ｂ 　刑務官Ａ（九州） 　海上保安（船舶）

鹿本 社会人経験者 ○宇城市職（一般事務） ○福岡県警察官Ｂ  　熊本県警察官Ｂ 　大津菊陽水道企業団

鹿本 ○熊本県職（教育事務）○税務職（九州） ◇宇佐市職（一般事務） ◇荒尾市職（事務職Ｂ） ◇海上保安（特別）

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

祐　　誠 福岡県警察官Ｂ 大分市職(消防) 名古屋市職(消防) ◇県央地域広域市町村圏組合(消防) 東京消防庁(消防)

＊  

浮羽究真館 麻生リハビリテーション専門学校中退 海上保安(特別)

奈　　留 ○五島市職(消防) 長崎県警察官Ⅲ

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）

■2012年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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八女工業 ○福岡市職(土木) 東京都職(土木)

屋久島おおぞら 愛知県警察官Ｂ[共同]

三　　池 ○国家一般 ○海上保安 福岡市職 大牟田市職 ◇大分市職 ◇熊本県警察官Ｂ

猶 興 館 ○税務職 大分市職(現業) 名古屋市職(学校事務) ◇海上保安

三　　池 ○国家一般 みやま市職

九州産業大学付
属九州産業

○春日市職

山　　門 国家一般 海上保安

久留米商業 福岡市職 ◇飯塚市職 大分市職 海上保安(特別)

八女工業 【社会人経験者】 ○千葉県警察官Ｂ[共同] 習志野市(消防)

西海学園 ○東京消防庁(消防) ○対馬市職(消防) 春日大野城那珂川消防組合(消防)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家一般(技術) ◇熊本県警察官Ｂ

祐　　誠 ○海上保安(特別) ◇福岡県警察官Ｂ ◇東京消防庁(消防)

川　　棚 ○国家一般 ◇福岡県警察官Ｂ ◇長崎県警察官Ⅲ 名古屋市職(消防)

八女工業 ○国家一般(技術) 福岡市職(土木) 大阪市職(消防)

柏　　陵 【社会人経験者】 ○志免町職 ○日田市職 ◇広島県警察官Ｂ

上 対 馬 ○福岡県職 ○対馬市職 ○国家一般 ○海上保安(特別) ◇飯塚市職

八女工業 ○国家一般(技術) 久留米市職(土木) 広川町職(土木) 阿蘇市職(土木)

久留米商業 ○佐賀県職

＊  

南　　筑 ○刑務官Ｂ ○海上保安(特別) 神奈川県警察官Ｂ

久留米商業 ○大阪府警察官Ｂ[共同] ○神奈川県警察官Ｂ[共同]

八女工業 刑務官 特別区職

上 対 馬 ○長崎県職(教育事務) ○対馬市職 ◇福智町職 東京都職 ◇海上保安 海上保安(特別)

＊  

武　　雄 京都外国語大中退 ○福岡市職 ○武雄市職 ○東京都職 ○海上保安 ○海上保安(特別)

福　　翔 ○広島県警察官Ｂ 海上保安(特別)

南　　筑 ○兵庫県警察官Ｂ[共同]

三　　池 ○柳川市職 ○海上保安(特別) ◇国家一般 ◇海上保安

南　　筑 ○福岡市職(消防) ○東京消防庁(消防) ○海上保安 大牟田市職(消防) 久留米広域市町村圏事務組合(消防)

八女工業 【社会人経験者】 ○八女市職 ◇福岡市職(土木)

久留米商業 ○久留米市職 ◇海上保安

＊  

都城商業 ○鹿児島市職 鹿児島県職 曽於市職

南　　筑 福岡県警察官Ｂ ◇愛知県警察官Ｂ[共同]

南　　筑 ○国家一般 日田市職 那珂川町職 海上保安(特別) ◇海上保安

八女工業 ○宇佐市職(土木) ○海上保安 北九州市職(土木) 東京都職(土木)

南　　筑 久留米市職 国家一般 海上保安(特別)

山　　門 ○大阪府警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

＊  

福　　島 ○福岡県警察官Ｂ ◇千葉県警察官Ｂ[共同] 大阪市職(消防)

久留米商業 ◇東京都職

福　　翔 嘉麻市職

八女工業 ○福岡市職(土木) ○中間市職(土木) ○東京都職(土木) ◇埼玉県警察官Ⅲ

八女工業 ○久留米市職(土木) ○国家一般(技術) 大木町職(土木)

対　　馬 ○長崎県警察官Ⅲ ◇福岡県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ 県央地域広域市町村圏組合(消防) 海上保安

五　　島 【社会人経験者】 ○五島市職 飯塚市職 東京都職 千葉市職 広島県警察官Ｂ

南　　筑 佐賀中部広域連合(消防) 大阪市職(消防) 大阪市職(消防)

＊  

祐　　誠 ○千葉県警察官Ｂ[共同] 福岡県警察官Ｂ

大 牟 田 第一工業大公務員ビジネス専門学校【社会人経験者】 対馬市職(消防)

小　　林 ○刑務官 江田島市職(消防) 神奈川県警察官Ｂ[共同]

尚 志 館 ○鹿児島警察官Ｂ ◇愛知県警察官Ｂ[共同]

山　　門 福岡県警察官Ｂ 海上保安

祐　　誠 ○福岡市職(土木) ○みやま市職(土木) ◇国家一般(技術)

伊万里商業 ○武雄市職

山　　門 ○広島県警察官Ｂ ○海上保安(特別)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家一般(技術)

＊

三池 大牟田市職(消防)

三池 ○国家一般(事務・関東) 　広島市職 ◇海上保安(特別)　裁判所一般(関東)

九州学院 ○熊本市職(消防) ○東京消防庁 ◇熊本県警察官Ｂ

＊

人吉 ○国家一般(事務・九州)  ○海上保安(特別)　あさぎり町職　熊本県職 ◇海上保安(情報)

人吉 九州ルーテル学院大学 ○相良村職 ○海上保安(情報) 　熊本県職(大卒・教育行政)

人吉 ○多良木町職 　佐賀県職 　海上保安(特別)

出水商業 社会人経験者 ○出水市職 　税務職(東海)

北稜 ○熊本県警察官Ｂ

＊

城北 ○特別区職 　山鹿市職　 ◇熊本県警察官Ｂ

城北 ○山鹿市職 ○海上保安(特別)　○海上保安(情報) 　佐賀県職　◇特別区職

城北 ○静岡県警察官Ｂ(共同)
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大牟田 社会人経験者

＊

大矢野 メディカルカレッジ青照館 大分市職(現業)

宇土 ○宇城広域連合(消防)

＊

＊

御船 ○山都町職 　海上保安(特別) ◇海上保安(情報)　宮崎県職

必由館 ○国家一般(事務・九州) ○海上保安(特別) 　熊本市職(学校事務)

必由館 九州ルーテル学院大学中退 裁判所一般(九州)

文徳 ○熊本市職(技術) ○国家一般(技術)

文徳 長崎大学 大分市職(事務職2種) 　宗像市職

＊

水俣 ○水俣市職 ○特別区職

水俣 ○水俣芦北広域行政事務組合(消防) 　東京消防庁

水俣 ○海上保安(特別) ◇美里町職

熊本商業 福岡県警察官Ｂ 　京都府警察官Ｂ

熊本国府 ○税務職(関東) ○海上保安(情報) ○海上保安(特別)　横浜市職 　春日市職

熊本学園大付 熊本学園大学中退 ○海上保安(特別) 　福岡市職 　嘉島町職　鹿児島市職

熊本学園大付 ○海上保安(特別) 　大阪府警察官Ｂ

熊本工業 ○税務職(九州) ○刑務官Ｂ(中国) 　山口県警察官Ｂ

熊本工業 上益城消防組合

熊本工業 千葉県警察官Ｂ(共同) 　熊本県警察官Ｂ 　刑務官Ａ(九州)

熊本西 ○唐津市職 ○千葉県職 ○特別区職

熊本西 社会人経験者 ○市川市職(消防) ◇大分市職(現業)

＊

熊本農業 ○氷川町職

熊本農業 ○大阪府警察官Ｂ

熊本高専 天草市職 ◇海上保安(特別)

玉名 みやま市職

玉名 ○有明広域行政事務組合(事務)

玉名 ○荒尾市職 　○国家一般(事務・関東) 　福岡県職(学校事務) ◇海上保安(情報)

玉名 ○熊本市職(学校事務) ○国家一般(事務・九州) 　玉名市職

玉名女子 ○天草市職 ○国家一般(事務・関東)

＊

玉名工業 社会人経験者 ○入国警備官 ○刑務官Ａ(九州) 　有明広域行政事務組合(事務)

玉名工業 国家一般(技術)

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(事務) 　○国家一般(事務・関東)  　大分県職 　海上保安(特別)

玉名工業 大阪府警察官Ｂ(共同)

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防) ◇東京消防庁 ◇熊本市職(消防)

矢部 ○千葉県職(学校事務) 　熊本県警察官Ｂ

秀岳館 ○人吉下球磨消防組合(消防)

＊

第一 ○山口県職(学校事務)

翔陽 ○菊池広域連合(消防)

翔陽 神奈川県警察官Ｂ(共同)

翔陽 菊池市職 　千葉県職

翔陽 ○熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　刑務官Ａ(九州)

菊池 社会人経験者 ○海上保安(特別) 　○刑務官Ａ(九州)　菊池市職 ◇熊本県警察官Ｂ

菊池 社会人経験者 ○菊池広域連合(消防)

蘇陽 ○高森町職 　熊本県職(教育事務)

開新 ○大阪府警察官Ｂ(共同)

阿蘇 ○熊本県警察官Ｂ ○山口県警察官Ｂ

鹿本 社会人経験者 ○刑務官Ａ(九州) 　熊本県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別) 　◇広島県警察官Ｂ

鹿本 ○鹿児島市職 　山鹿市職 ◇海上保安(特別)

三　　池 海上保安(特別)

壱　　岐 ○壱岐市職(消防) 福岡市職(消防) ◇粕屋南部消防組合(消防) ◇県央地域広域市町村圏組合(消防)

＊  

海　　星 長崎公務員専門学校【社会人経験者】 福岡県警察官Ｂ

香椎工業 筑紫野市職 東京都職 海上保安(特別)

南　　筑 ○税務職 福岡市職 小郡市職

福　　翔 那珂川町職

＊  

南　　筑 志學館大【社会人経験者】 福岡県警察官Ａ 福岡県警察官Ａ

博多青松 ○福岡市職(学校事務) ○税務職 海上保安

南　　筑 ○海上保安(特別) 佐賀中部広域連合(消防)

三池工業 東京消防庁(消防) 大牟田市職(消防)

久留米学園 ○海上保安(特別) 大牟田市職(消防)

＊  

山　　門 ○久留米広域市町村圏事務組合(消防) 県央地域広域市町村圏組合(消防) 税務職 ◇大阪府警察官Ｂ

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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福　　翔 国際医療福祉大中退 ○福岡県職 粕屋町職 海上保安(特別)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○東京都職(土木) 小郡市職(土木) 海上保安(特別)

筑陽学園 基山町職 税務職 ◇海上保安(特別)

玄　　洋 大阪府警察官Ｂ 警視庁警察官Ⅲ

くまもと清陵 菊池広域連合(消防)

ルーテル学院 ○人吉下球磨消防組合(消防) 　東京消防庁 　刑務官Ａ(九州)

ルーテル学院 ○熊本県警察官Ｂ 　南阿蘇村職

ルーテル学院 ○熊本市職(消防) ○八代広域行政事務組合(消防)　東京消防庁 　海上保安(特別)

ルーテル学院 ○熊本市職(消防) 　上益城消防組合 　東京消防庁

ルーテル学院 山鹿植木広域行政事務組合(消防) 　八女地区消防組合

ルーテル学院 ○特別区職 ◇海上保安(特別)

九州学院 ○福岡県警察官Ｂ ◇刑務官Ａ(関東)

九州学院 熊本学園大学中退 熊本県警察官Ｂ 　産山村職

九州学院 ○宇城広域連合(消防) ○東京消防庁

八代東 氷川町職 　千葉県職(学校事務) 　海上保安(特別)

＊

北稜 ○荒尾市職

天草 天草広域連合(消防)

天草工業 社会人経験者 天草広域連合(消防)

小川工業 ○横浜市職 ○東京都職 ○海上保安(特別)

熊本信愛女学院 氷川町職

熊本北 社会人経験者 ○熊本市職 ○税務職(九州) ◇海上保安(特別) ◇杵築市職　合志市職 ◇海上保安(情報)

熊本工業 ○合志市職 ○国家一般(事務・関東)

熊本西 千葉市職 　海上保安(情報)

熊本西 横浜市職 　千葉県警察官Ｂ(共同)

熊本農業 社会人経験者 ○宇城市職 ○税務職(九州) ◇熊本県職

玉名工業 ○大阪府警察官Ｂ

玉名工業 ○海上保安(特別)

第二 福岡市職 ◇国家一般(事務・九州) ◇海上保安(特別)　大野城市職

菊池 菊池広域連合 　熊本県警察官Ｂ

誠修 ○大阪府警察官Ｂ(共同) 　大阪府警察官Ｂ

開新 ○熊本県警察官Ｂ 　鹿児島県警察官Ｂ

熊本工業 ○水俣市職 　税務職(中国)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

東 福 岡 下関市立大【社会人経験者】 ○久留米広域市町村圏事務組合(消防) 福岡県警察官Ａ ◇島原地域広域市町村圏組合(消防) 福岡県警察官Ｂ[共同]

久留米学園 ○熊本県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(行政)

＊  

豊　　玉 ○佐賀中部広域連合(消防) ○国家Ⅲ種(税務) ◇福岡市職(消防) 県央地域広域市町村圏組合(消防) 海上保安(特別)

*  

上 対 馬 ○大阪市職(学校事務) 筑紫野市職

大牟田北 ○刑務官 八女地区消防組合(消防)

八女学院 【社会人経験者】 ○福岡県警察官Ｂ 熊本県警察官Ｂ

*  

*  

三　　池 ○みやま市職(消防)

壱　　岐 ○国家Ⅲ種(税務) ○防衛省Ⅲ種 ◇壱岐市職 海上保安(特別)

八女工業 みやま市職(土木) 福岡市職(土木) 海上保安(特別)

久留米高専 【社会人経験者】 福岡県警察官Ｂ

東海大付属望星 東 海 大 福岡県警察官Ａ

有明高専中退 ○さいたま市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ◇筑紫野市職 大阪府警察官Ｂ

三　　池 福岡県職(警察事務) 佐賀県警察官Ｂ 裁判所Ⅲ種

八女工業 熊本市職(土木)

鳥　　栖 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇鳥栖市職 海上保安(特別)

八女工業
○国家Ⅲ種(土木) ○久留米市職(土木) ◇大阪市職(学校事務) 福岡県職(学校事務) ◇筑後市職 ◇裁判所Ⅲ種 海上
保安(特別)

福　　翔 国際医療福祉大中退 糸島市職 国家Ⅲ種(税務)

八女工業 ○八女地区消防組合(消防) 福岡市職(土木) 小郡市職(土木) 海上保安(特別)

三　　潴 佐 賀 大 福岡県警察官Ａ

*  

八女工業 佐賀県職(土木) 東京都職(土木) 国家Ⅲ種(土木)

*  

南 大 隅 ○鹿児島県職(警察事務) ○海上保安(特別) 南大隅町職 裁判所Ⅲ種

八女工業 嘉麻市職(土木)

*  

福　　翔 防衛省Ⅲ種 東京都職(警視庁事務) 大阪府警察官Ｂ 参議院衛視 警視庁警察官Ⅲ 警視庁警察官Ⅲ[共同]

八女工業 ○東京都職(電気) ○防衛省Ⅲ種(電気) 柳川市職

■2011年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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壱　　岐 ○壱岐市職

八女工業 ○朝倉市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ○防衛省Ⅲ種(土木)

*  

直　　方 【社会人経験者】 川崎町職 特別区職

*  

福岡西陵 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇糸島市職 海上保安(特別)

八女工業 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別)

壱　　岐 長崎県警察官Ｂ 壱岐市職(消防)

*  

八女工業 九州産業大 ○福岡県警察官Ａ みやま市職(消防)

三　　池 ○久留米市職 ○国家Ⅲ種(行政) 川崎町職 海上保安(特別)

南　　筑 久留米大中退 福岡県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ[共同]

福　　翔 ○佐賀県職(警察事務) ○刑務官Ｂ

八女工業 ○福岡市職(土木) ○熊本市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ○海上保安(特別) ◇久留米市職(土木) ◇東京都職(土木)

*  

八女工業 ◇大阪市職(消防) 佐賀中部広域連合(消防)

壱　　岐 ○粕屋南部消防組合(消防) 壱岐市職(消防)

南　　筑 防衛省Ⅲ種 刑務官

鹿　　屋 専門学校日本デザイナー学院九州校 ○国家Ⅲ種(行政) 千葉県職(学校事務) ◇刑務官

鳥　　栖 久留米大 ○大分市職 ○海上保安(特別) 中津市職 福岡県警察官Ａ

三池工業 福岡県警察官Ｂ[共同]

香椎工業 ○福岡県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ 宗像地区事務組合(消防) 海上保安 海上保安(特別)

筑　　前 ○埼玉県警察官Ⅲ 海上保安(特別)

京　　都
○国家Ⅲ種(行政) 北九州市職 行橋市職 ◇中津市職 ◇裁判所Ⅲ種 参議院Ⅲ種 大分市職(消防) 大阪府警察官Ｂ ◇
海上保安(特別)

西日本短大附属 東京農業大 ○みやま市職(消防) ○刑務官 福岡県警察官Ａ

*  

武 蔵 台 ○筑紫野市職 ○国家Ⅲ種(行政) 防衛省Ⅲ種 海上保安(特別)

鳥栖工業 ○東京消防庁(消防) 佐賀中部広域連合(消防)

大牟田北 福 岡 大 ○海上保安(特別) 東京消防庁Ⅰ(消防) 福岡市職上級(消防)

山　　門 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(税務) 海上保安(特別)

南　　筑 志學館大【社会人経験者】 刑務官(警備隊要員) 福岡県警察官Ａ

八女工業 ○福岡市職(土木) ○広川町職(土木) ○東京都職(土木) ◇久留米市職(土木) ◇大野城市職(土木)

*  

早　　良 福岡大中退 ○久留米市職 粕屋北部消防組合(消防) 大分市職 中津市職(消防)

三　　池 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政)

福　　翔 ○大分県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 防衛省Ⅲ種 海上保安(特別)

博多青松 福岡市職(学校事務)

*  

福　　翔 鎌倉市職(消防)

大 牟 田 ○千葉県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

山　　門
○福岡市職(消防) ○みやま市職(消防) 大牟田市職(消防) ◇久留米広域市町村圈事務組合(消防) 東京消防庁(消防)
海上保安(特別)

久留米商業 ○東京都職

海　　星 長崎公務員専門学校【社会人経験者】 福岡県警察官Ｂ 粕屋南部消防組合(消防)

博　　多 九州産業大 福岡県警察官Ａ

八女工業 福岡市職(土木) 福岡市職(現業) 朝倉市職(土木) 東京消防庁(消防)

香椎工業 美里町職 防衛省Ⅲ種 海上保安(特別)

＊

ルーテル学院 人吉下球磨消防組合

ルーテル学院 高森町職

＊

ルーテル学院 福岡県警察官Ｂ

ルーテル学院 ○防衛省Ⅲ種

＊

＊

ルーテル学院 山鹿植木広域行政事務組合(消防)

九州学院 阿蘇市職 　警視庁警察官Ⅲ類(共同)

＊

＊

九州学院 ○有明広域行政事務組合(消防)

九州学院 熊本学園大中退 熊本県警察官Ｂ

信愛女学院 氷川町職

八代工業 ○福岡県警察官Ｂ

八代東 　八代市職

＊

北稜 ○鹿児島市職 　玉東町職

＊

大津 ○西原村職

大牟田 　荒尾市職

( 18 )



＊

＊

天草工業 社会人経験者 大分市職(現業)

宇土 ○大阪市職(学校事務)

宇土 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　○宇城市職 ◇小竹町職　裁判所Ⅲ種(九州) ◇海上保安(特別)

＊

必由館 ○熊本県職(学校事務) ◇熊本市職 ◇海上保安(特別)

文徳 福岡県警察官Ｂ

文徳 日本大学中退 五木村職 　愛知県職(学校事務) 　嘉麻市職

東稜 ○大阪市職(学校事務) 　特別区職 ◇海上保安(特別)　益城町職 ◇防衛省Ⅲ種

熊本北 社会人経験者 熊本市職 　糸田町職 ◇福岡市職

熊本北 熊本総合医療福祉学院 熊本市職(救急救命) 　熊本県警察官Ｂ ◇千葉県警察官Ｂ

熊本商業 社会人経験者 ○水俣市職 ○特別区職

熊本工業 社会人経験者 ○熊本県警察官Ａ ○福岡県警察官Ａ

熊本工業 防衛省Ⅲ種

＊

＊

＊

熊本西 ○国家Ⅲ種(税務・関東) 　熊本市職(消防) ◇福岡市職(消防)　海上保安(特別)

熊本農業 ○国家Ⅲ種(税務・東海) 　延岡市職

熊本農業 ○熊本県警察官Ｂ 　東京消防庁Ⅲ類

玉名 ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○防衛省Ⅲ種 　熊本市職 　裁判所Ⅲ種(関東)

玉名 ○熊本県職(学校事務)　○国家Ⅲ種(税務・九州) 　◇熊本市職 ◇海上保安(特別)

＊

＊

第一 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ◇海上保安(特別) 　◇大阪市職(学校事務) ◇延岡市職

第一 ○熊本市職 ○防衛省Ⅲ種

第二 ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○宇城市職  ○防衛省Ⅲ種 　裁判所Ⅲ種(九州)

第二 熊本大学中退 大津町職 　添田町職 ◇海上保安(特別)　福岡市職 　福岡市職(現業)

＊

菊池 熊本県職 　菊池市職

菊池 大阪府警察官Ｂ(共同)

＊

鎮西 ○高遊原南消防組合

＊

阿蘇 福岡県警察官Ｂ

鹿本 ○和水町職

久留米学園 ○福岡県職(警察事務) ○佐賀県警察官Ｂ ○神奈川県警察官Ｂ 大阪府警察官Ｂ

九州産業 九州産業大【社会人経験者】 福岡県警察官Ａ 熊本県警察官Ａ 福岡県警察官Ａ

鞍　　手
○北九州市職(消防) ○中間市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務) 東京消防庁(消防) ◇久留米広域市町村圈事務組合(消防)
◇海上保安(特別)

壱　　岐 ○春日大野城那珂川消防組合(消防) 東京消防庁(消防) 長崎市職(消防) 海上保安(特別)

南　　筑 福岡市職 日田市職 海上保安(特別)

八　　女 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県職(学校事務) 海上保安(特別)

玄　　洋 ○国家Ⅲ種(行政) 京都市職(消防) 糸島市職(消防)

福　　島 自由が丘産能短大 ○海上保安(特別)

諌早農業 福岡市職(現業) 広島市職 大阪市職(学校事務) 海上保安(特別)

祐　　誠 国家Ⅲ種(行政)

鳥栖工業 ○福岡市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務) ◇海上保安(特別) ◇鳥栖三養基地区消防組合(消防)

九州産業大学付属九州 九州造形短大 福岡県職(警察事務) 新宮町職

光　　陵 ○福岡市職(消防) 中間市職(消防) 東京消防庁(消防) ◇宗像地区事務組合(消防)

大 牟 田 ○大牟田市職(消防) ◇みやま市職(消防) 東京消防庁(消防) 福岡市職(消防) 海上保安(特別)

猶 興 館 ○長崎県職(警察事務) ○千葉県警察官Ｂ ○国家Ⅲ種(行政) 海上保安(特別)

山　　門 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別)

河　　浦 【社会人経験者】 ○名古屋市職(消防) ○天草広域連合(消防) ◇久留米広域市町村圈事務組合(消防) 大阪市職(消防) 海上保安(特別)

筑陽学園 ○国家Ⅲ種(行政) 基山町職 防衛省Ⅲ種 海上保安(特別)

壱　　岐 ○春日大野城那珂川消防組合(消防) ○海上保安(特別)

南　　筑 ○佐賀中部広域連合(消防) 海上保安(特別)

八女工業 【社会人経験者】 ○みやま市職(消防) 福岡県警察官Ｂ

久留米学園 福岡市職(消防) 佐賀中部広域連合(消防) 東京消防庁(消防)

香　　椎 ○東京都職 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡市職 宗像市職 ◇海上保安(特別)

ルーテル学院 ○御船町職

ルーテル学院 熊本ＹＭＣＡ学院 ○長崎県職(身障者) 　嘉麻市職(一般事務) 　熊本県職(身障者)

九州学院 ○福岡市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州) 　嘉麻市職

九州学院 ○刑務官Ａ(九州) 　海上保安

九州学院 ○福岡市職 　甲佐町職 ◇海上保安(特別)　国家Ⅲ種(行政・関東)

九州学院 九州情報大学 西原村職 　嘉麻市職 ◇海上保安(特別)　北九州市職(学校事務) 　添田町職

五島 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○五島市職 ◇日南市職

八代工業 社会人経験者 宇城広域連合(消防) 　熊本県警察官Ｂ

八代東 ○特別区職 　福岡県職(警察事務)

北稜 ○南関町職 ◇熊本県警察官Ｂ

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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南稜 特別区職 　広川町職

城北 山鹿市職

*

専修大玉名 福岡経済大学 甲佐町職

小川工業 ○美里町職

御船 ○美里町職 ◇兵庫県警察官Ｂ(共同)

星槎国際 ○熊本市職 　○国家Ⅲ種(行政・九州) ◇中津市職 　福岡市職 ◇特別区職

東海大二 宇城広域連合(消防) ◇滋賀県警察官Ｂ(共同)

東海大二 嘉島町職

東稜 ○甲佐町職 ◇海上保安(特別)

熊本北 ○福岡市職(学校事務) 　甲佐町職 ◇海上保安(特別)

熊本国府 熊本外語専門学校 芦北町職 ◇嘉麻市職 ◇海上保安(特別)

熊本国府 社会人経験者 日出町職

熊本工業 ○福岡市職(消防) ○八代広域行政事務組合(消防) ◇海上保安(特別)

熊本工業 ○福岡市職 　菊池市職

熊本工業 ○美里町職 　防衛省Ⅲ種 ◇特別区職　国家Ⅲ種(行政・関東)

熊本工業 社会人経験者 ○有明広域行政事務組合(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本工業 海上保安(特別) 　高森町職 ◇熊本県警察官Ｂ

熊本西 ○熊本市職

＊

熊本西 熊本県警察官Ｂ

熊本農業 ○山都町職 　国家Ⅲ種(税務・東海) ◇大阪府警察官Ｂ(共同)

玉名 ○福岡市職(現業) 　熊本県職(学校事務) 　玉名市職　 ◇添田町職

玉名 ○熊本市職 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○熊本県警察官Ｂ ◇大分市職

玉名工業 社会人経験者 ○春日大野城那珂川消防組合 　有明広域行政事務組合(消防)

玉名工業 ○南関町職

玉名工業 国家Ⅲ種(行政・関東) 　荒尾市職 　特別区職　福岡市職

福岡工業大学付
属城東

○刑務官Ａ(九州) 　海上保安(特別) 　粕屋北部消防本部

第一 ○国家Ⅲ種(行政・九州) 　○特別区職 　熊本市職 　横浜市職

荒尾 東京消防庁Ⅲ類 　熊本県警察官Ｂ 　防衛省Ⅲ種　荒尾市職

菊池 菊池広域連合 ◇海上保安(特別)

西海学園 岡山商科大学中退 刑務官Ａ(九州)

鎮西 刑務官Ａ(九州) ◇海上保安(特別)

鶴翔 湧水町職

＊

天草 裁判所Ⅲ種(九州) 　益城町職

玉名工業 熊本県警察官Ｂ 　刑務官Ａ

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ○海上保安(特別) ◇小郡市職(土木) ◇東京消防庁(消防)

森 ○防衛省Ⅲ種 由布市職

*  

神埼清明 ○刑務官

*  

八女工業 ○福岡市職(消防)

*  

*  

三　　潴 福岡県警察官Ｂ

祐　　誠 ○福岡県警察官Ｂ

諌早農業 ○粕屋町職

河　　浦 【社会人経験者】 東京消防庁(消防) 横浜市職(消防) 天草広域連合(消防) 熊本県警察官Ｂ 大阪市職(消防)

福岡魁誠 【社会人経験者】 ○福岡県警察官Ｂ

*  

日田三隈 ○国家Ⅲ種(税務) ○日田玖珠広域消防組合(消防) 福岡県職 大阪市職(消防)

祐　　誠 筑後市職

唐 津 東 ○海上保安(特別) 島原地域広域市町村圏組合(事務) 福岡県職 唐津市職 東京都職

祐　　誠 下関市職(土木) 大阪府警察官Ｂ 佐賀県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

壱　　岐 福岡県職 長崎県警察官Ⅲ

祐　　誠 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務) ◇筑後市職 海上保安(特別)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○筑紫野市職(土木) ○東京都職(土木) ◇朝倉市職(土木)

熊本国府 【社会人経験者】 ○苓北町職 ○熊本県警察官Ｂ 東京消防庁(消防)

南　　筑 ◇福岡市職(現業) 添田町職 海上保安(特別)

南　　筑 ○名古屋市職(学校事務) 国家Ⅲ種(税務) ◇刑務官

対　　馬 ○福岡市職 ○海上保安(特別) 春日市職 東京都職 国家Ⅲ種(税務)

筑　　紫 ○海上保安(特別)

八　　女 八女市職 国家Ⅲ種(行政)

祐　　誠 福岡県警察官Ｂ

三　　池 防衛大中退 ○みやま市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇福岡県職 ◇裁判所Ⅲ種 ◇海上保安(特別)

南　　筑 福岡県警察官Ｂ 東京消防庁(消防) 横浜市職(消防)

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程

■2010年度学生■
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八女工業 ○柳川市職 ○横浜市職

南　　筑 ○海上保安 ◇福岡県警察官Ｂ 兵庫県警察官Ｂ 海上保安(特別)

福　　島 自由が丘産能短大 筑後市職(消防)

猶 興 館 高知県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ

九州産業大
付属九州産業

九州産業大【社会人経験者】 福岡県警察官Ａ 福岡県警察官Ａ

小　　郡 ○防衛省Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政)

*  

諌早農業 ◇国家Ⅲ種(行政) 広島市職 大阪府警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡県職 ○筑後市職

球磨工業 ○海上保安(特別)

八女工業
○福岡市職(消防) ○久留米広域市町村圈事務組合(消防) ◇みやま市職(消防) ◇佐賀中部広域連合(消防) 東京消防
庁(消防)

八女工業 福岡県警察官Ｂ 京都府警察官Ｂ

鳥栖工業
○福岡県警察官Ｂ ○佐賀県警察官Ｂ ○警視庁警察官Ⅲ ○海上保安 東京消防庁(消防) 神奈川県警察官Ｂ 海上保安
(特別)

祐　　誠 ○福岡県警察官Ｂ ○愛知県警察官Ｂ

奈　　留 ○福岡市職 ○海上保安(特別) ◇平戸市職 ◇国家Ⅲ種(税務)

八女工業 【社会人経験者】 福岡県職(学校事務) 福岡県警察官Ｂ 春日大野城那珂川消防組合(消防)

鞍　　手 ○福岡県警察官Ｂ 熊本県警察官Ｂ 海上保安 海上保安(特別)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○防衛省Ⅲ種(土木) 柳川市職(土木) 下関市職(土木) ◇海上保安(特別)

*  

北 松 西 ○防衛省Ⅲ種 佐世保市職(消防) 裁判所Ⅲ種 春日市職

久留米学園 横浜市職(消防)

博多青松 添田町職 福岡県職(警察事務) 久山町職 警視庁警察官Ⅲ 海上保安(特別)

島原工業 ○防衛省Ⅲ種(建築) ○島原地域広域市町村圏組合(消防)

高校卒業認定 中津市職(消防) 大分市職 兵庫県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 みやま市職(消防) 粕屋北部消防組合(消防) 宗像地区事務組合(消防) 福岡県警察官Ｂ

福岡工業大附属
城東

○防衛省Ⅲ種 刑務官 海上保安(特別)

鞍　　手 ○国家Ⅲ種(行政)

南　　筑 ○兵庫県警察官Ｂ

*  

*  

久留米学園 添田町職 福岡県警察官Ｂ

鳥栖工業 ○鳥栖三養基地区消防組合(消防) ◇横浜市職(消防)

福岡西陵 麻生公務員専門学校福岡校 ○防衛省Ⅲ種 国家Ⅲ種(税務)

鞍　　手 北九州市職(消防) 福岡県警察官Ｂ 京都府警察官Ｂ 警視庁警察官Ⅲ

朝　　倉 ○福岡市職(学校事務) ○筑紫野市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇海上保安(特別)

*  

筑陽学園 東京情報大 福岡県警察官Ａ

豊　　玉 ○愛知県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

有明工業高専 ○防衛省Ⅲ種 ◇海上保安(特別)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) みやま市職(土木)

新　　宮
○佐賀中部広域連合(消防) ○久留米広域市町村圈事務組合(消防) みやま市職(消防) 東京消防庁(消防) 福岡市職(消
防) 国家Ⅲ種(税務) 海上保安(特別)

壱　　岐 東京消防庁(消防)

鳥栖工業 横浜市職(消防)

*  

福　　翔 ○防衛省Ⅲ種 ◇春日市職 裁判所Ⅲ種 ◇海上保安(特別)

八女工業 ○東京都職 筑後市職 ◇海上保安(特別)

壱　　岐 東京消防庁(消防) 壱岐市職(消防)

南　　筑 八女地区消防組合(消防) 横浜市職(消防)

八女工業 ○東京都職(土木) ○防衛省Ⅲ種(土木) 国家Ⅲ種(土木)

島原工業 ○大分市職(消防)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ◇福岡市職(土木) みやま市職(土木) ◇東京消防庁(消防)

八　　女 ○大分市職 八女市職 ◇海上保安(特別)

柳　　川 日本福祉大 福岡県警察官Ａ 愛知県警察官Ａ

五　　島 五島市職(消防) 愛知県警察官Ｂ

五　　島 ○福岡市職(消防) ○東京消防庁(消防) ◇長崎市職(消防) ◇春日大野城那珂川消防組合(消防) 海上保安(特別)

対　　馬 千葉県職

山　　門 名 桜 大【社会人経験者】 福岡県警察官Ａ 大阪市職(消防)

ルーテル学院 YMCA 熊本県職(身障者)

ルーテル学院 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○福岡市職(一般事務) 　裁判所Ⅲ種(九州)

九州学院 ○海上保安(特別) 　国家Ⅲ種(行政・関東)

九州学院 ○福岡市職(一般事務) ○特別区職(一般事務)

九州学院 ○警視庁警察官Ⅲ類 　東京消防庁 　熊本市職(消防)　◇横浜市職(消防)

九州学院 国家Ⅲ種(税務・関東)

九州学院 ○熊本市職(消防) ◇横浜市職(消防)

九州学院 九州情報大学 大津町職(一般事務)

*
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八代 ◇海上保安(特別) ◇熊本県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 福岡県職(警察事務) 裁判所Ⅲ種(九州) 警視庁警察官Ⅲ類

＊

八代工業 社会人経験者 ◇警視庁警察官Ⅲ類 　水俣芦北広域行政事務組合(消防) 　海上保安　熊本県警察官Ｂ

八代東 ○八代広域行政事務組合(消防)　○海上保安  ◇熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)

八代東 ○警視庁警察官Ⅲ類 　刑務官Ｂ(九州)

北稜 熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

北稜 ○国家Ⅲ種(税務・関東) 　長洲町職(一般事務) 　添田町職(一般事務)

＊

大津 ○大津町職(一般事務) 　熊本県職(学校事務) 　裁判所Ⅲ種(九州)　◇荒尾市職(一般事務)

天草 ○刑務官Ｂ(九州) ○熊本県警察官Ｂ 　熊本県職(警察事務)

天草 ○海上保安

天草 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　○大阪市職(学校事務) 　福岡県職(一般事務) ◇海上保安(特別)　天草市職(一般事務)

天草工業 第一工業大学 　福岡県警察官Ａ 　天草広域連合(消防)

＊

＊

小川工業 防衛省Ⅲ種(一般事務)

＊

御船 熊本学園大学 ○甲佐町職(一般事務)

御船 ○御船町職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ

文徳 ○福岡県警察官Ｂ(共同)

文徳 社会人経験者 ◇海上保安(特別) 　警視庁警察官Ⅲ類 ◇海上保安　熊本県警察官Ｂ 　警視庁警察官Ⅲ類(共同)

星槎国際 福岡県職(一般事務) 　国家Ⅲ種(行政・関東)

東海大学付属第
二

日本工学院専門学校 ○八代広域行政事務組合(消防) ◇兵庫県警察官Ｂ(共同)

東海大学付属第
二

防衛省Ⅲ種(一般事務)

東海大学付属第
二

社会人経験者 大阪府警察官Ａ 　刑務官Ａ(九州)

＊

東稜 福岡大学 ○福岡市職(学校用務)　大分市職(一般事務) 　海上保安(特別)

＊

熊本北 壺渓塾 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ◇刑務官Ａ(九州) 　国家Ⅲ種(行政・関東)　◇熊本県警察官Ｂ

熊本商業 ○五木村職(一般事務) ○防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本商業 ○美里町職(一般事務) ○福岡県職(警察事務) ◇大阪市職(学校事務)

熊本国府 熊本外語専門学校 相良村職(一般事務) 　防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本国府 社会人経験者 　静岡県警察官Ｂ(共同)

熊本学園大付属 ○熊本県職(一般事務)

熊本工業 ○刑務官Ａ(九州) 　国家Ⅲ種(行政・関東) 　海上保安(特別)

熊本工業 宇城市職(一般事務)

熊本工業 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) 　国家Ⅲ種(行政・関東) 　阿蘇市職(一般事務)　◇海上保安(特別)

熊本工業 ○美里町職(一般事務) 　国家Ⅲ種(行政・関東)

＊

熊本工業 ○特別区職(一般事務) ○大阪市職(学校事務)

熊本工業 社会人経験者 警視庁警察官Ⅲ類 　人吉下球磨消防組合 　福岡県警察官Ｂ(共同)

熊本工業 海上保安 熊本県警察官Ｂ

熊本西 ○国家Ⅲ種(税務・東海)

熊本西 ○熊本市職(消防) ○東京消防庁 ◇横浜市職(消防)

＊

熊本西 海上保安

＊

熊本農業 ○海上保安(特別)

熊本農業 ○熊本県職(学校事務) ○刑務官Ａ(九州) 　国家Ⅲ種(税務・関東)　◇熊本県警察官Ｂ

熊本農業 社会人経験者

＊

熊本農業 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) 　上益城消防組合 　国家Ⅲ種(税務・関東)

熊本農業 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ○山都町職(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・東海)

玉名 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○福岡県職(一般事務) 　福岡県職(一般事務)

玉名 ○国家Ⅲ種(税務・関東) 　南関町職(一般事務) ◇海上保安(特別)　◇熊本県警察官Ｂ

玉名 北九州予備校 ○防衛省Ⅲ種(一般事務)　○海上保安(特別) 　福岡県警察官Ｂ 熊本県警察官Ｂ

＊

玉名工業 ○熊本県職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・関東)

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防)

玉名工業 ○兵庫県警察官Ｂ(共同)　福岡県警察官Ｂ

玉名工業 社会人経験者 ○海上保安(特別) 　山鹿植木広域行政事務組合(消防) 　熊本県警察官Ｂ

玉名工業 福岡県職(警察事務)

玉名工業 ◇海上保安(特別) 　国家Ⅲ種(行政・関東) 　長洲町職(一般事務)

球磨商業 ○大阪市職(学校事務) 　錦町職(一般事務)

真和 ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○福岡県職(一般事務) ◇特別区職(一般事務)

真和 日本福祉大学中退 ○苓北町職(一般事務)

福岡工業大学付
属城東

愛知県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ(共同)

第一 福岡県職(一般事務)

第一 ○福岡市職(一般事務) ○特別区職(一般事務)
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第一 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　裁判所Ⅲ種(九州) ◇熊本県職(一般事務)　熊本市職(一般事務)

＊

＊

荒尾 熊本県警察官Ｂ

菊池 熊本県警察官Ｂ 　添田町職(一般事務)

菊池

鎮西 刑務官Ａ(関東) 　福岡県警察官Ｂ(共同)

阿蘇 ○福岡市職(学校用務)　◇国家Ⅲ種(行政・関東) 　海上保安 　阿蘇広域行政事務組合(消防)

阿蘇 熊本市立総合ビジネス専門学校 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○産山村職(一般事務)

阿蘇清峰 ○高森町職(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・東海)

阿蘇清峰 阿蘇広域行政事務組合(事務)

城北 ○国家Ⅲ種(税務・東海) 　横浜市職(消防)

五島 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ◇大阪市職(学校事務)

出水商業 東京消防庁 　さいたま市職(消防)

鶴翔 刑務官Ｂ(九州)

延岡西 崇城大学 高森町職(一般事務)

山　　門 ○朝倉市職 福岡県職(学校事務) ◇大分市職 ◇海上保安(特別)

猶 興 館 ○平戸市職(消防) ◇海上保安(特別)

玄　　洋 春日市職

八女工業
○県央地域広域市町村圏組合(消防) ◇粕屋北部消防組合(消防) ◇筑紫野太宰府消防組合(消防) 神埼地区消防事務組
合(消防) 東京消防庁(消防)

山　　門 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇小郡市職 ◇大阪市職(学校事務) ◇海上保安(特別)

若　　松 ○防衛省Ⅲ種 中間市職

福　　翔 大阪市職(学校事務) 大野城市職 防衛省Ⅲ種 海上保安(特別)

祐　　誠 【社会人経験者】 ○大阪市職(学校事務) ○防衛省Ⅲ種 大牟田市職

香　　椎 福岡県警察官Ｂ

南　　筑 【社会人経験者】 島原地域広域市町村圏組合(事務) うきは市職 ◇大阪府警察官Ｂ

大 牟 田 ○筑紫野太宰府消防組合(消防) ◇粕屋北部消防組合(消防) 八女地区消防組合(消防) 北九州市職(消防)

中村学園女子 ○福岡県職 春日市職 海上保安(特別)

南　　筑 ○国家Ⅲ種(税務) ○佐賀県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ ◇千葉県警察官Ｂ

*  

八女工業 ○国家Ⅲ種(税務) 福岡市職

伊万里商業 【社会人経験者】 ○伊万里市職

福　　翔 ○春日市職

久留米学園 ○久留米広域市町村圈事務組合(消防) みやま市職(消防) ◇海上保安(特別) 広島市職(消防)

香　　椎 福岡市職(現業)

八　　女 ○福岡県職

八女工業
※３年目

○国家Ⅲ種(行政) ○朝倉市職(土木) 大野城市職 海上保安(特別)

ルーテル学院 熊本県警察官Ｂ

ルーテル学院 ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○東京都職(一般事務)　○甲佐町職(一般事務) 　熊本県職(警察事務)

ルーテル学院 社会人経験者 熊本県警察官Ｂ

ルーテル学院 警視庁警察官Ⅲ類(共同)

＊

八代南 ○海上保安(特別) 　○春日大野城那珂川消防組合 　海上保安　東京消防庁 　八代広域行政事務組合(消防)

南稜 国家Ⅲ種(税務・関東) 　あさぎり町職(一般事務)

文徳 国家Ⅲ種(行政・九州)

水俣 刑務官Ａ(関東)

＊ 福岡県職(警察事務) 　東京都職(一般事務) 　合志市職(一般事務)

熊本工業 ○八代広域行政事務組合(消防)  ○海上保安(特別)　横浜市職(消防)

熊本西 福岡県職(警察事務) 　東京都職(一般事務) 　合志市職(一般事務)

熊本農業 ○熊本市職(消防) ○海上保安(特別)

熊本高専中退 熊本県職(学校事務) 　国家Ⅲ種(税務・関東) 　裁判所Ⅲ種(関東)　嘉島町職(一般事務)

玉名 ○福岡県職(学校事務)

球磨商業 ○高森町職(一般事務)

球磨工業 ○熊本県職(学校事務) ○錦町職(一般事務) 　国家Ⅲ種(行政・九州)

菊池 警視庁警察官Ⅲ類 　熊本県警察官Ｂ

西海学園 岡山商科大中退 刑務官(警備隊要員)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

小　　郡 ○国家Ⅲ種(税務) ◇うきは市職 海上保安(特別)

八女工業 福岡市職(土木) 東京都職(土木)

山　　門 福岡県職(学校事務) 海上保安(特別)

猶 興 館
○海上保安(特別) 島原地域広域市町村圏組合(消防) 佐世保市職(消防) 長崎市職(消防) 筑紫野太宰府消防組合(消
防) 粕屋北部消防組合(消防)

浮羽究真館 ○大阪府警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

南　　筑 三井水道企業団 東京都職 防衛省Ⅲ種

*  

*  

香　　椎 ○福岡市職(現業) 粕屋町職 海上保安(特別)

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）

■2009年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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久留米学園 ○みやま市職(消防) 福岡県警察官Ｂ

山　　門 福岡県警察官Ｂ 京都府警察官Ｂ

南　　筑 ○八女地区消防組合(消防) ○佐賀中部広域連合(消防) ○東京消防庁(消防)[東京]

八　　女 福智町職

八女工業 【社会人経験者】 ○うきは市職 福岡県職

*  

奈　　留 【社会人経験者】 五島市職 宗像市職

久留米商業 公務員ビジネス専門学校 ○小郡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 広川町職 ◇福岡県職 ◇海上保安(特別)

九州女子 大原公務員医療専門学校福岡校 ○福岡県職(警察事務) ○佐賀県警察官Ｂ ○国家Ⅲ種(税務) 東京都職(警視庁事務) 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別)

玄　　洋 福岡県警察官Ｂ

* 佐 賀 大  

祐　　誠 福岡市職(現業) 海上保安(特別)

南　　筑 ○国家Ⅲ種(行政)

久 留 米 愛知産業大短大 ○小郡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡市職 ◇裁判所Ⅲ種 海上保安(特別)

八女工業 ○東京都職(土木) 福岡市職(土木) 国家Ⅲ種(土木)

福　　翔 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡市職 筑紫野市職

福　　翔 ○大野城市職

八女工業 ○福岡市職(土木) ○東京都職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 海上保安(特別)

太 宰 府 ○福岡県警察官Ｂ

東　　鷹 【社会人経験者】 ○直方市職 ○田川市職 海上保安(特別)

対　　馬 ○対馬市職 ○東京都職 ○国家Ⅲ種(行政) 防衛省Ⅲ種 ◇東京消防庁(消防)[全国]

鳥　　栖 ○鳥栖市職 ◇国家Ⅲ種(行政)

八女工業 日本文理大 ○筑後市職(消防) ○海上保安(特別) ◇広島市職(消防) 福岡県警察官Ａ

山　　門 福岡県職 みやま市職

南　　筑 【社会人経験者】 高森町職 杵築市職 刑務官

香　　椎 防衛省Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ 兵庫県警察官Ｂ

香　　椎 福岡高等技術専門校中退 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 大野城市職 福岡市職(現業) 海上保安(特別)

中村学園女子 福岡市職(現業)

浮羽工業 【社会人経験者】 筑前町職 粕屋北部消防組合(消防)

伊万里商業 【社会人経験者】 海上保安(特別)

奈　　留 福岡県職 名古屋市職 大阪市職(学校事務) 国家Ⅲ種(税務) 海上保安(特別)

八女工業 ◇大阪府警察官Ｂ

玄　　洋 ○福岡県警察官Ｂ 東京消防庁(消防)[東京]

山　　門 ○海上保安(特別)

八　　女 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 筑後市職 海上保安(特別)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○熊本市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ○海上保安(特別)

福　　翔 大原公務員医療専門学校福岡校 ○佐賀県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別)

猶 興 館 ○海上保安(特別)

鳥　　栖 ○福岡県職(学校事務) ○鳥栖市職 ○裁判所Ⅲ種 ◇国家Ⅲ種(行政)

南　　筑 ○海上保安(特別)

*  

久留米商業 ○みやま市職 ○国家Ⅲ種(税務) ◇福岡県職 ◇参議院Ⅲ種 ◇海上保安(特別) 裁判所Ⅲ種

八女工業 ○柳川市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇福岡県職

大 牟 田 ○海上保安(特別)

*  

*  

南　　筑 福岡県警察官Ｂ ◇兵庫県警察官Ｂ

有明高専 ○小郡市職(建築) ○防衛省Ⅲ種(建築) 国家Ⅲ種(税務) 海上保安(特別)

香　　椎 【社会人経験者】 志免町職 福岡県警察官Ａ

ルーテル学院 菊池市職(介護)

ルーテル学院 ○上益城消防組合

ルーテル学院 社会人経験者 愛知県警察官Ｂ

ルーテル学院 福岡県警察官Ｂ 　愛知県警察官Ｂ

ルーテル学院 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○山鹿植木広域行政事務組合(消防)

ルーテル学院 ○熊本市職(消防)

ルーテル学院 ○宇城市職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ

九州学院 ◇海上保安(特別) 　高森町職(一般事務)

九州学院
○国家Ⅲ種(税務・関東) ○横浜市職(消防) 　○阿蘇広域行政事務組合(消防) 東京消防庁 ◇海上保安(特別)
春日大野城那珂川消防組合

九州学院 ○水俣芦北広域行政事務組合(消防) 　東京消防庁

九州学院 京都学園大中退 ○西原村職(一般事務) ◇海上保安(特別) ◇福岡県職(一般事務)

人吉 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○防衛省Ⅲ種 　宇城市職(一般事務)

人吉 湯前町職(一般事務)

八代 熊本リハビリテーション学院 ○高森町職(一般事務) 　芦北町職(一般事務) ◇姶良市職(一般事務)　菊池市職(介護) 　杵築市職(一般事務)

八代南
○国家Ⅲ種(税務・関東) 　八代広域行政事務組合(消防) ◇海上保安(特別)　上益城消防組合 　東京消防庁
久留米広域市町村圏事務組合(消防)

北稜 第一経済大学 ○有明広域行政事務組合(消防) ○福岡県警察官Ａ ○熊本県警察官Ａ

南稜 あさぎり町職(一般事務)

城北 ○山鹿市職(一般事務) ○防衛省Ⅲ種

＊

大津 ○熊本県職(学校事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○大津町職(一般事務)
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天草 ○防衛省Ⅲ種 　国家Ⅲ種(税務・九州) 　阿蘇市職(一般事務)　福岡県職(一般事務)

天草 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○福岡県職(学校事務)

天草 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○天草市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

天草 ○国家Ⅲ種(税務・東海) ○刑務官Ａ(九州)

宇土 ○宇土市職(一般事務)

宇土 ○兵庫県警察官Ｂ

宇土 ○熊本県職(身障者)　　○城南町職(一般事務)   ◇海上保安(特別) ◇杵築市職(一般事務)

専修大学玉名 ○兵庫県警察官Ｂ

専修大学玉名 ○海上保安(特別) ◇玉名市職(一般事務)

文徳 麻生公務員専門学校 名古屋市職(消防)

文徳 国家Ⅲ種(税務・東海) 　熊本県警察官Ｂ

文徳 九州保健福祉大学 熊本県警察官Ａ 　山江村職(一般事務)

東海大学付属望
星

○国家Ⅲ種(税務・関東) 　宇城市職(一般事務)

東海大学付属第
二

別府大学 ○甲佐町職(一般事務) 　福岡県警察官Ａ 　大阪府警察官Ａ　熊本県警察官Ａ ◇海上保安

水俣 ○兵庫県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

水俣 愛知県警察官Ｂ

水俣 ○愛知県警察官Ｂ

熊本北 ○菊陽町職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州) ◇海上保安(特別)

熊本北 ○阿蘇市職(一般事務) 　熊本県職(警察事務) 国家Ⅲ種(税務・関東)

熊本北 ○熊本県職(学校事務) ○合志市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州) ◇海上保安(特別)　裁判所Ⅲ種(九州)

＊

熊本商業 ○防衛省Ⅲ種 ○熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)

熊本商業 ○御船町職(一般事務)

熊本商業 ○熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　愛知県警察官Ｂ

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○防衛省Ⅲ種 　高森町職(一般事務)

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・東海) ○防衛省Ⅲ種　宇城広域連合(消防) ◇海上保安(特別)

熊本商業 ○福岡県職(一般事務) 　刑務官Ａ(九州) 高森町職(一般事務)　国家Ⅲ種(税務・関東) 　福岡市職(現業)

熊本商業 ○熊本県職(警察事務) ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○荒尾市職(一般事務)

＊

熊本国府 社会人経験者 ○高森町職(一般事務) ◇南阿蘇村職(一般事務)

熊本国府 ○阿蘇広域行政事務組合(消防)

熊本工業 ○防衛省Ⅲ種 ○特別区職 　◇埼玉県警察官Ｂ ◇熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)

熊本工業 ○海上保安 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

熊本工業 八代広域行政事務組合(消防) 　上益城消防組合

熊本工業 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　○防衛省Ⅲ種　高森町職(一般事務) ◇海上保安(特別)

熊本工業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　防衛省Ⅲ種

熊本工業 熊本総合医療福祉学院 ○宝塚市職(消防)

熊本工業 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○甲佐町職(一般事務)　◇熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)

熊本西 ○熊本市職(消防) 　○国家Ⅲ種(税務・東海) ◇熊本県警察官Ｂ 　東京消防庁 ◇海上保安

熊本農業 ○上益城消防組合 ◇広島市職(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本農業 ○玉東町職(一般事務)

熊本農業 菊池広域連合(消防) 　熊本県警察官Ｂ

熊本農業 ○国家Ⅲ種(行政・九州) 　防衛省Ⅲ種

熊本農業 ○防衛省Ⅲ種 　裁判所Ⅲ種(九州)

熊本電波工業高
等専門学校(中

退)
福岡市職(学校事務) ◇海上保安(特別) ◇田川市職(一般事務)

玉名 玉名市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

球磨商業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　錦町職(一般事務) ◇特別区職

球磨商業 ○姶良市職(一般事務) 　防衛省Ⅲ種 　高森町職(一般事務)

球磨商業 ○警視庁警察官Ⅲ類 　福岡県警察官Ｂ

球磨工業 ○海上保安(特別) 　大阪府警察官Ｂ

球磨工業 九州産業大学中退 ○福岡県職(一般事務) 　相良村職(一般事務) ◇小竹町職(一般事務)　◇海上保安(特別)

秀岳館 ○出水市職(消防)

＊

鎮西 熊本学園大学 ○御船町職(一般事務) 　大阪府警察官Ａ ◇姶良市職(一般事務)　熊本県警察官Ａ 　福岡県警察官Ａ

鹿本 熊本県立大学 ○大津町職(一般事務) ◇杵築市職(一般事務)

ありあけ新世 ○大牟田市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

三池 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○大牟田市職(一般事務)

三池工業 ○大牟田市職(消防)

三池工業 ○福岡市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務・関東)

＊

都城工業 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○海上保安 　○鹿児島県警察官Ｂ ○海上保安(特別) 　熊本県警察官Ｂ

＊

横浜修悠館 ○防衛省Ⅲ種 　特別区職 ◇海上保安(特別)　益城町職(一般事務) 　上益城消防組合 　高森町職(一般事務)

香　　椎 ○福岡市職 ○春日市職 ○国家Ⅲ種(税務) ◇福智町職 ◇東京消防庁(消防)[全国] ◇海上保安(特別)

八女工業 福岡県職 福岡市職(土木) 大野城市職(土木)

香　　椎 九州産業大中退 ○東京消防庁(消防)[東京] ◇東京消防庁(消防)[全国] ◇海上保安(特別) 国家Ⅲ種(税務) 福岡県警察官Ｂ

山　　門 ○海上保安(特別)

祐　　誠 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇小郡市職 ◇海上保安(特別) 裁判所Ⅲ種

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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八女工業 福岡市職(土木) ○筑後市職 ◇大阪府職(学校事務) ○国家Ⅲ種(税務) ◇海上保安(特別)

福　　島 【社会人経験者】 ○海上保安(特別)

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) ◇海上保安(特別)

直　　方 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政) 直方市職 高森町職 福岡市職(現業) 南小国町職 裁判所Ⅲ種 海上保安(特別)

光　　陵 ○海上保安(特別)

八女工業 ○うきは市職 ○海上保安(特別) ◇佐賀県警察官Ｂ

壱　　岐 ○福岡市職(消防) ○壱岐市職(消防) ◇春日大野城那珂川消防組合(消防) ◇海上保安(特別) 国家Ⅲ種(行政)

嘉　　穂 ○福岡県職 ◇海上保安(特別) 粕屋北部消防組合(消防) 東京消防庁(消防)[全国]

八女工業 ○福岡市職 筑後市職 ◇海上保安(特別)

大牟田北
○国家Ⅲ種(税務) ○福岡県警察官Ｂ ○東京消防庁(消防)[全国] ◇愛知県警察官Ｂ ◇海上保安(特別) 福岡市職(消
防)

福岡工業大附属
城東

【社会人経験者】 ○福岡市職(現業) 粕屋北部消防組合(消防) ◇海上保安(特別)

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県職 柳川市職 裁判所Ⅲ種 ◇海上保安(特別)

ルーテル学院 熊本県警察官Ｂ

九州学院 ○国家Ⅲ種(行政・九州) 　菊陽町職(一般事務) 　海上保安(特別)

人吉 ○湯前町職(一般事務) ◇海上保安(特別) ◇杵築市職(一般事務)

八代南 社会人経験者 ○菊池市職(介護)

八代東 ○国家Ⅲ種(税務・東海) ○海上保安(特別) 　熊本県警察官Ｂ

八代工業高等専
門学校(中退)

○福岡市職(一般事務) ○多良木町職(一般事務)  ◇海上保安(特別) ◇杵築市職(一般事務)

南稜 ○錦町職(一般事務) 　海上保安(特別)

宇土 社会人経験者 ○裁判所Ⅲ種(九州) 　○宇城市職(一般事務)　福岡県職(一般事務) 　海上保安(特別)

文徳 ○刑務官Ａ(関東)

文徳 社会人経験者 ○福岡市職(一般事務) ◇熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)　阿蘇市職(一般事務)

熊本中央 ○国家Ⅲ種(行政・関東)

熊本商業 ○東京消防庁 　○海上保安(特別) 　熊本県警察官Ｂ 　熊本市職(消防) ◇熊本県職(学校事務)

熊本商業 ○菊池広域連合(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本国府 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○海上保安(特別) 　海上保安

熊本工業 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・関東) ◇特別区職

熊本西 合志市職(一般事務) 　菊池市職(介護) 　福岡市職(現業)

熊本西 ○海上保安(特別) ○熊本県警察官Ｂ 　福岡県職(学校事務)

熊本西 ○福岡市職(一般事務) 　広川町職(一般事務) ◇海上保安(特別)　国家Ⅲ種(行政・九州)

熊本西 ○国家Ⅲ種(行政・九州) ○水俣市職(一般事務) 　杵築市職(一般事務)

玉名 ○熊本県職(学校事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州) ◇熊本市職(一般事務)

玉名工業 海上保安

菊池 熊本学園大学 菊池市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

菊池 福岡県警察官Ｂ

鎮西 ○大阪府警察官Ｂ

*

鹿本 ○国家Ⅲ種(税務・東海) 　有明広域行政事務組合(消防) ◇海上保安(特別)

鹿本 尚絅大学短期大学部社会人経験者 ○西原村職(一般事務)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

大牟田北 久留米大 ○みやま市職(消防) ○海上保安 福岡県警察官Ａ

山　　門 ○福岡県職(警察事務) 国家Ⅲ種(税務) 福岡県警察官Ｂ

*  

*  

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) うきは市職 長洲町職 ◇海上保安(特別)

直　　方 ◇海上保安(特別)

南　　筑 ○神崎地区消防組合(消防) 広島市職(消防)

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県職(学校事務)

佐世保東翔 ○海上保安(特別) 佐世保市職 長崎県職(教育事務) 唐津市職 国家Ⅲ種(行政) 長崎県警察官Ⅲ

八　　女 西南学院大学中退【社会人経験者】 ○筑後市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ◇福岡県職◇佐賀市職

福工大付属城東 専門学校福岡ビジナリーアーツ ○福岡県警察官Ｂ

* 公務員ビジネス専  

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) ○佐賀市職 小郡市職

祐　　誠 国家Ⅲ種(行政) 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別)

山　　門 ○福岡市職

光　　陵 ○海上保安(特別) 福岡県職(学校事務) 福岡県警察官Ｂ 熊本県警察官Ｂ

福　　岡 第一薬科大中退 新宮町職

西日本短大附属 【社会人経験者】 ○福岡県警察官Ｂ

八女工業 【社会人経験者】 ○福岡県職 ◇国家Ⅲ種(税務) ◇福岡市職(地下鉄) 広川町職 ◇海上保安(特別)

山　　門 ○みやま市職(消防) ○海上保安(特別)

* 【社会人経験者】  

純　　真 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛省Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ ◇佐賀県警察官Ｂ ◇愛知県警察官Ｂ

八女工業 福岡県職(土木) 那珂川町(土木)

柏　　陵 大野城市職 ◇海上保安(特別)

■2008年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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新　　宮 ○福岡市職(消防) ○海上保安(特別)

八女工業 ○大野城市職(土木) 福岡市職(土木) ◇国家Ⅲ種(土木)

対　　馬 対馬市職(消防)

大牟田北 ○海上保安(特別) ◇兵庫県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 福岡市職(土木) 大木町職(土木) ◇愛知県警察官Ｂ

伊 万 里 ○国家Ⅲ種(税務) 防衛省Ⅲ種

八女工業 ○筑後市職(消防) ◇福岡市職(消防)

*  

小 倉 西 ○海上保安(特別) 中間市職

壱　　岐 壱岐市職 春日大野城那珂川消防組合(消防) 筑紫野太宰府消防組合(消防)

八女工業 ○海上保安(特別) 柳川市職

直　　方 ○福岡県警察官Ｂ ◇田川地区消防組合(消防)

対　　馬 ○対馬市職 東京消防庁(消防)[全国]

香　　椎 ○海上保安(特別) 福岡市職(現業) 志免町職 ◇特別区職

南　　筑 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務) 朝倉市職 海上保安(特別)

祐　　誠 ○国家Ⅲ種(税務) 防衛省Ⅲ種 ◇特別区職 海上保安(特別)

久留米学園 ○小郡市職 ○国家Ⅲ種(税務)

* 【社会人経験者】  

東海大学付属第
五

○国家Ⅲ種(税務) 海上保安(特別)

対　　馬 ○国家Ⅲ種(税務) ○海上保安(特別) 対馬市職 ◇長崎県警察官Ⅲ

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) 鳥栖市職 ◇横浜市職 海上保安(特別)

香　　椎 九州産業大中退 京都市職(消防) 海上保安(特別)

八女工業 【社会人経験者】 ○みやま市職 ○国家Ⅲ種(行政) ◇福岡市職

祐　　誠 ○福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(行政) 長崎県警察官Ⅲ

八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 中間市職(土木)

八女工業 福岡市職(現業)

嬉　　野 ○国家Ⅲ種(行政) ○嬉野市職 ○海上保安(特別) 横浜市職

須　　恵 麻生公務員専門学校福岡校
○福岡市職(消防) ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) 裁判所Ⅲ種 鳥栖三養基消防組合(消防) ◇東京消防庁(消
防)[東京]

八　　女 ○柳川市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務)

八女工業 福岡市職(土木) 那珂川町職(土木) ◇国家Ⅲ種(土木)

球磨工業 九州産業大 ○人吉球磨広域行政組合 ○海上保安

嘉　　穂
○田川地区消防組合(消防) ○海上保安(特別) 神崎地区消防組合(消防) 東京消防庁(消防)[全国] ◇東京消防庁(消
防)

ルーテル学院 滋賀県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

九州学院 山梨学院大学 ○刑務官Ａ(九州) 　大阪府警察官Ａ

九州学院
○熊本市職(一般事務) ○海上保安(特別) ○裁判所Ⅲ種(九州) 　国家Ⅲ種(税務・九州) ◇福岡市職(一般事務)　◇
水俣市職(一般事務)

＊

人吉 ○あさぎり町職(一般事務) ○海上保安(特別) 　○千葉県職(学校事務) 　国家Ⅲ種(税務・九州)

人吉 湯前町職(一般事務)

八代東 警視庁警察官Ⅲ類

八代工業高等専
門学校(中退)

◇国家Ⅲ種(行政・関東) 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

八代工業高等専
門学校(中退)

○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州) 　水俣市職(一般事務)

＊

南稜 相良村職(一般事務) ◇愛知県警察官Ｂ

大津 ○入国警備 ○刑務官Ａ(関東) ◇国家Ⅲ種(税務・九州)

大津 社会人経験者
○国家Ⅲ種(税務・九州) ○千葉県職(学校事務) ○裁判所Ⅲ種(関東) ◇嘉島町職(一般事務)                   ◇
大阪府職(学校事務)

大津 社会人経験者 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　熊本県警察官Ｂ 　警視庁警察官Ⅲ類

天草 ○水俣市職(一般事務) ○西原村職(一般事務) ◇国家Ⅲ種(税務・関東)

天草
○熊本市職(一般事務) ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ○特別区職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州)               ○
海上保安(特別)  ◇熊本県警察官Ｂ

天草西 ○海上保安(特別) ◇国家Ⅲ種(行政・関東)

宇土 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・九州) 　城南町職(一般事務)

宇土 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ◇天草市(一般事務)

宇土 ○宇土市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州)

宇土 社会人経験者 八代生活環境事務組合 　防衛省Ⅲ種(一般事務) 　大分市職(一般事務

必由館 社会人経験者 ○国家Ⅲ種(行政・関東)

文徳 社会人経験者 熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　高森町職(一般事務)

*

済々黌 壺渓塾
○国家Ⅲ種(行政・関東) 　熊本県職(一般事務) 　高森町職(一般事務) 裁判所Ⅲ種(九州) ◇熊本市職(一般事務)
海上保安(特別)

熊本中央 植木町職(一般事務)

熊本信愛女学院 熊本リハビリテーション学院 ○阿蘇市職(一般事務) ◇防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本北 代々木ゼミナール ○福岡県職(学校事務) 　荒尾市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

熊本北 壺渓塾 ○福岡市職(一般事務) 　○特別区職(一般事務)   国家Ⅲ種(税務・九州) 　合志市職(一般事務)

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　御船町職(一般事務) ◇和水町職(一般事務)

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・関東) 　福岡県警察官Ｂ ◇海上保安 熊本県警察官Ｂ

熊本商業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　阿蘇市職(一般事務) 　防衛省Ⅲ種(一般事務)
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*

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○防衛省Ⅲ種(一般事務) 　合志市職(一般事務)

熊本商業 ○熊本県職(警察事務) ○特別区職(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・関東)

熊本商業 社会人経験者 ○西原村職(一般事務) 　防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本商業 ○福岡市職(一般事務) ◇大分市職(一般事務)

熊本国府 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○福岡県警察官Ｂ ○海上保安 ○熊本県警察官Ｂ

熊本国府 兵庫県警察官Ｂ

熊本国府 ○上益城消防組合 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本学園大付属 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　○海上保安(特別)  宇城広域連合(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本工業 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・関東) ◇防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本工業 社会人経験者 ○甲佐町職(一般事務)

熊本工業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　防衛省Ⅲ種(一般事務) 熊本市職(一般事務) 　特別区職(一般事務) ◇海上保安(特別)

熊本工業 ○海上保安(特別) 　国家Ⅲ種(税務・関東) 　警視庁警察官Ⅲ類

熊本西 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○刑務官Ａ(九州)  ○熊本県警察官Ｂ  ◇海上保安(特別)

熊本西 ○国家Ⅲ種(税務・関東)

熊本西 ○海上保安 ◇福岡県警察官Ｂ ◇滋賀県警察官Ｂ 刑務官Ａ(九州)

熊本西 ○熊本市職(消防) ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・関東)  ◇熊本県警察官Ｂ

熊本西 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本西 ○海上保安(特別) ◇福岡市職(現業) 　植木町職(一般事務) ◇高森町職(一般事務)

熊本西 徳山大学 ○福岡県警察官Ａ

熊本西 ○刑務官Ａ(九州) 　防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本西 ○犬山市職(消防) 　横浜市職(消防)

熊本西 植木町職(一般事務) ◇国家Ⅲ種(行政・関東) ◇海上保安(特別)

熊本農業 国家Ⅲ種(税務・関東) 　福岡県警察官Ｂ

熊本農業 社会人経験者
○宇土市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州) ◇熊本県警察官Ｂ ◇海上保安(特別) ◇特別区職(一般事務)    ◇
熊本県実習助手(農業) 熊本県職(学校事務)

熊本農業 ○海上保安(特別)

玉名 九州産業大学・中退 益城町職(一般事務) 　福岡市職(一般事務)

玉名工業 福岡県警察官Ｂ

玉名工業 社会人経験者 警視庁警察官Ⅲ類 　福岡県警察官Ｂ

*

球磨工業 ○人吉下球磨消防組合

第一 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州) ◇海上保安(特別)

第一 ○国家Ⅲ種(行政・九州) 　熊本市職(一般事務) ◇海上保安(特別) 裁判所Ⅲ種(関東) ◇熊本県職(警察事務)

荒尾
○有明広域行政事務組合(消防) ○海上保安(特別) 　○国家Ⅲ種(税務・関東) ◇東京消防庁 　横浜市職(消防)
大牟田市職(消防)

荒尾 熊本リハビリテーション学院 ○有明広域行政事務組合(消防)　　○国家Ⅲ種(税務・九州)   ◇東京消防庁 　大牟田市職(消防)

菊池 社会人経験者 ○菊池市職(一般事務) ○防衛省Ⅲ種(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州)  　◇海上保安(特別)

菊池 国家Ⅲ種(税務・関東) 　菊池市職(一般事務)

菊池 福岡県警察官Ｂ 　京都府警察官Ｂ

＊

高森 高森町職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ

鹿本 山鹿植木広域行政事務組合(消防) 　兵庫県警察官Ｂ ◇福岡県警察官Ｂ(共同)

八女工業 ○福岡県職(土木) ◇大野城市職(土木) ◇大木町職(土木) ◇海上保安(特別)

稲築志耕館 ○田川地区消防組合(消防) 飯塚地区消防組合

唐 津 東 西九州大中退 ○唐津市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ◇福岡市職(学校事務) 志摩町職

久留米商業 ○国家Ⅲ種(税務) 神崎地区消防組合(消防)

福　　島 ○八女地区消防組合(消防) 福岡県警察官Ｂ 京都市職(消防)

久留米高専中退 福岡市職 裁判所Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政)

八　　女 ○八女地区消防組合(消防) ○福岡市職(消防) 国家Ⅲ種(税務) 福岡県警察官Ｂ ◇海上保安(特別)

南　　筑 ○海上保安(特別) 小郡市職

八女工業 【社会人経験者】 筑後市職 福岡市職 佐世保市職

福島中退 ○うきは市職 福岡市職 広川町職 国家Ⅲ種(税務) ◇海上保安(特別)

祐　　誠 八女筑後看護専門学校中退
◇福岡市職(消防) 甘木朝倉広域市町村圏事務組合(消防) 筑紫野太宰府消防組合(消防) 田川地区消防組合(消防) 小
郡市職 ◇海上保安(特別)

西 田 川 ○国家Ⅲ種(税務) 芦屋町職 ◇海上保安(特別)

八女農業 【社会人経験者】 ○久留米広域市町村圏事務組合(消防) ○海上保安(特別) 福岡市職(消防) 筑後市職(消防)

祐　　誠 ○神崎地区消防組合(消防)

祐　　誠 ○柳川市職(消防) ○海上保安(特別)

日 新 館 福岡県警察官Ｂ 警視庁警察官Ⅲ 入国警備官

祐　　誠 ○神埼市職 ○入国警備官 ○参議院(衛視) ◇東京都職(警視庁事務) 兵庫県警察官Ｂ 海上保安(特別)

八　　女 ○佐賀県警察官Ｂ ○国家Ⅲ種(行政) ○入国警備官 ○海上保安(特別) 福岡県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡市職(土木) 筑紫野市職(土木) ◇海上保安(特別)

九州学院 菊陽町職(一般事務) 　和水町職(一般事務) 　高森町職(一般事務)　水俣市職(一般事務) 　海上保安(特別)

天草 社会人経験者 ○八代生活環境事務組合

文徳 ○福岡県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

文徳 福岡県警察官Ｂ

文徳 ○防衛省Ⅲ種(一般事務) 　竹田市(一般事務)

東稜 ○高森町職(一般事務) 　高森町職(一般事務) ◇海上保安(特別)　防衛省Ⅲ種(一般事務)

鹿本 尚絅大学短期大学社会人経験者 ◇海上保安(特別)

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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熊本商業 ○熊本市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○防衛省Ⅲ種(一般事務)

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ◇有明広域行政事務組合(消防)

玉名 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・九州)　◇玉名市職(一般事務) ◇福岡市職(一般事務)

玉名 国家Ⅲ種(税務・九州)

玉名工業 社会人経験者 ○福岡市職(一般事務) ○刑務官Ａ(九州) ○有明広域行政事務組合(消防)　警視庁警察官Ⅲ類

菊池 ◇菊池広域連合(消防) 　海上保安(特別)

阿蘇 徳山大学 ○愛知県職(学校事務) 　福岡県警察官Ａ 　大阪府警察官Ａ　福岡県警察官Ａ

第一 社会人経験者 ○嘉島町職(一般事務) ○防衛省Ⅲ種(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・九州)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

鳥栖工業 ○福岡県南広域消防組合(消防)

香椎工業 ○福岡県警察官Ｂ 粕屋北部消防組合(消防) 筑紫野太宰府消防組合(消防) ◇海上保安(特別)

唐 津 東 専門学校福岡国際医療福祉学院 ○唐津市職 ○福岡市職 北九州市職(中級学校事務)

稲築志耕館 大阪市職(消防)

八　　女 ○大川市職(消防) 海上保安

八女工業 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政) 大野城市職

小　　郡 ○国家Ⅲ種(税務)

人　　吉 九州産業大 福岡県警察官Ａ 福岡県警察官Ａ

福　　島 ○長崎県警察官Ⅲ 福岡県警察官Ｂ 防衛省Ⅲ種

祐　　誠 防衛省Ⅲ種

久留米商業 ○京都市職(消防) ○東京消防庁(消防)

鳥栖工業 ○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ◇筑紫野市職(土木) ◇久留米市職(消防) ◇福岡市職(地下鉄) 海上保安

大 牟 田 ○福岡県警察官Ｂ

久留米商業 ○福岡県南広域消防組合(消防) ○神埼地区消防組合(消防)

久留米商業 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 ○福岡市職(現業) 福岡県職(警察事務) 桂川町職 ◇海上保安(特別)

豊　　玉 ○防衛省Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ 警視庁警察官Ⅲ

祐　　誠 八女地区消防組合(消防) 広島市職(消防)

祐　　誠 福岡県警察官Ｂ 佐賀県警察官Ｂ 防衛省Ⅲ種 海上保安(特別)

柏　　陵 ○福岡県職(学校事務) ○海上保安 福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別)

福　　島 ○八女地区消防組合(消防) 福岡県警察官Ｂ 広島市職(消防)

東 福 岡 九州産業大中退 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○筑後市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ◇福岡市職(土木)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) うきは市職(土木)

三　　池 ○大阪市職(学校事務) ○国家Ⅲ種(行政)

八女工業 日田市職(土木) 福岡県職(土木)

伝 習 館
○国家Ⅲ種(行政) 北九州市職(中級学校事務) ◇福岡市職 ◇八女市職 ◇大野城市職 ◇海上保安(特別) ◇入国警備
官

八女工業 ○北九州市職 ○国家Ⅲ種(行政) 柳川市職

稲築志耕館 ○特別区職 福岡県職

筑　　前 ○裁判所Ⅲ種 ◇横浜市職

八　　女 福岡工業大中退 神奈川県職(警察事務) 裁判所Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政)

*  

嘉 穂 東 ○京都市職(消防) ◇佐賀中部広域連合(消防)

八女工業 ○福岡市職(土木) ◇筑紫野市職(土木)

八女工業 ○筑後市職 ◇海上保安(特別)

唐 津 東 西九州大中退 ○福岡市職(現業)

南　　筑 福岡市職(現業)

八女工業 ◇海上保安(特別)

城　　南 ○国家Ⅲ種(税務) ○特別区職 ○防衛省Ⅲ種 北九州市職(中級学校事務)

久留米商業 ○入国警備官 福岡県警察官Ｂ 佐賀県警察官Ｂ 海上保安(特別)

若　　松 ○山口県警察官Ｂ

杉森女子 防衛省Ⅲ種

祐　　誠 ○小郡市職 ○久留米市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務)

祐　　誠 ○福岡市職 ○北九州市職(中級学校事務) ○筑紫野市職 ◇海上保安(特別) ◇入国警備官

八女工業 ○みやま市職(消防) ○神埼地区消防組合(消防)

日 新 館 ○警視庁警察官Ⅲ 福岡県警察官Ｂ 警視庁警察官Ⅲ

宗　　像 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛省Ⅲ種 裁判所Ⅲ種

八　　女 ○海上保安(特別) 日田広域行政事務組合(消防) みやま市職(消防)

香　　椎 ○福岡市職(消防) ○唐津市職(消防) ◇久留米市職(消防) ◇海上保安(特別) ◇国家Ⅲ種(行政)

*  

久留米商業 ○防衛省Ⅲ種 八代市職

福　　島 福岡県警察官Ｂ 佐賀県警察官Ｂ ◇警視庁警察官Ⅲ

三　　池 ○福岡県職(学校事務) ○国家Ⅲ種(税務) ○入国警備官 小郡市職 ◇海上保安(特別)

ルーテル学院 ○熊本県職(学校事務) ○国家Ⅲ種(行政・関東) ◇入国警備官植木町職(一般事務) ◇海上保安(特別)

九州学院 ○熊本市職(消防) 　刑務官Ａ(九州)

九州学院 菊池広域連合(消防) 　阿蘇広域行政事務組合(消防)

人吉 ○熊本県職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・東海) 　球磨村職(一般事務)

八代南 ○大阪府職(警察事務) ○特別区職(一般事務)

■2007年度学生■

　◇公務員本科・公務員学科◇　※一年課程
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大津 ○特別区職(一般事務)

天草 社会人経験者 ○熊本市職(一般事務) ◇宇土市職(一般事務)

文徳 京都府警察官Ｂ 　千葉県警察官Ｂ

文徳 福岡県警察官Ｂ 　京都府警察官Ｂ

文徳 ○熊本県警察官Ｂ　○刑務官Ａ(九州) 　大阪府職(学校事務) ◇兵庫県警察官Ｂ

文徳 ○熊本県警察官Ｂ ○刑務官Ａ(九州) ○海上保安(特別)　○福岡県警察官Ｂ

文徳 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○警視庁警察官Ⅲ類　熊本県警察官Ｂ ◇神奈川県警察官Ｂ

文徳 ○熊本県警察官Ｂ 　高遊原南消防組合 　刑務官Ａ(九州)

東稜 防衛省Ⅲ種(一般事務

水俣 ○水俣芦北広域行政事務組合(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

湧心館 熊本市医師会看護専門学校 ○熊本市職(調理) ◇入国警備官 　京都府職(学校事務Ｂ)

湧心館 ○中津市職(消防) 　中津市職(消防) 　鹿児島市職(消防)　海上保安(特別)

熊本商業 防衛省Ⅲ種(一般事務) 　阿蘇広域行政事務組合(消防)

熊本商業 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　海上保安(特別)

熊本商業
国家Ⅲ種(税務・九州) 　福岡県警察官Ｂ ◇兵庫県警察官Ｂ　熊本県警察官Ｂ 刑務官Ａ(九州) 海上保安(特別)　人
吉下球磨消防組合 　阿蘇広域行政事務組合(消防)

熊本工業 社会人経験者 ○大阪府職(学校事務) 　海上保安(特別) ◇熊本県警察官Ｂ　愛知県職(学校事務) 　福岡市職(現業)

熊本西 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(行政・北九州) 　裁判所Ⅲ種(九州)

熊本西 ○海上保安(特別) ◇国家Ⅲ種(税務・東海) ◇兵庫県警察官Ｂ

熊本西 ○広島県警察官Ｂ 　海上保安(特別)

熊本農業 社会人経験者 ○宇城広域連合(消防)

玉名 玉名市職(一般事務) 　海上保安(特別) ◇熊本県警察官Ｂ

玉名 ○熊本県警察官Ｂ ○兵庫県警察官Ｂ 　○福岡県警察官Ｂ ○刑務官Ａ(九州)　海上保安(特別)

玉名 熊本市職(一般事務) 　玉東町職(一般事務) 　海上保安(特別)　　国家Ⅲ種(税務・九州)

玉名工業 社会人経験者 ○有明広域行政事務組合(消防) 　広島市職(消防) ◇熊本県警察官Ｂ

玉名工業 社会人経験者 ○海上保安(特別) ◇国家Ⅲ種(税務・関東)

玉名工業 ○荒尾市職(一般事務)

玉名工業 社会人経験者 ○愛知県職(学校事務) 　有明広域行政事務組合(消防)

球磨工業 ○五木村職(一般事務) 　熊本市職(一般事務)

球磨工業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○特別区職(一般事務) ◇横浜市職(一般事務)

真和 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○大津町職(一般事務)

第一 ○入国警備官 　上天草市職(一般事務) 　天草市職(一般事務)

翔陽 ○高森町職(一般事務) ○防衛省Ⅲ種(一般事務)

菊池 大阪市職(消防)

菊池 ○兵庫県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　刑務官Ａ(九州)　福岡県警察官Ｂ

阿蘇 徳山大学 福岡県警察官Ａ 　大阪府警察官Ａ 　刑務官Ａ(九州)

鹿本 ○山鹿市職(一般事務) ○愛知県職(学校事務) ○海上保安(特別)

大牟田 ○有明広域行政事務組合(消防) 　入国警備官 　海上保安(特別)　熊本県職(学校事務)

三池 ○国家Ⅲ種(行政・北九州) 　福岡県職(一般事務) 　大牟田市職(一般事務)

宮崎第一 九州測量専門学校 ○高千穂町職(一般事務) ○海上保安(特別) ◇入国警備官

嘉 穂 東 ○飯塚市職

久留米高専中退 ○国家Ⅲ種(行政) 北九州市職(中級学校事務) 福岡市職 ◇大野城市職

八　　女 福岡県警察官Ｂ

九州産業大付属
九州

九州大谷短大 福岡県警察官Ｂ

唐 津 西 ○唐津市職 ○福岡県職(学校事務) ○国家Ⅲ種(税務)

福島中退 福岡県警察官Ｂ

唐 津 東 九州観光専門学校 唐津市職

祐　　誠 ○うきは市職(土木) 日田市職(土木)

八女工業 ○国家Ⅲ種(税務) ○防衛省Ⅲ種

*  

福　　島 ○国家Ⅲ種(税務)

＊

九州学院 ○熊本市職(消防) ○海上保安(特別)

北稜 ○海上保安(特別)

城北 ○愛知県職(学校事務) 　山鹿市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

宇土
○海上保安(特別) 　御船町職(一般事務) ◇阿蘇広域行政事務組合(消防)　熊本市職(一般事務) 産山村職 　　　◇
福岡市職(現業)

御船 阿蘇広域行政事務組合(消防)

天草 社会人経験者 宇城市職(一般事務) 　天草市職(一般事務) ◇海上保安(特別)

文徳 崇城大学・中退　社会人経験者 ○刑務官Ａ(九州) 　熊本県警察官Ａ 　大阪府警察官Ａ　南小国町職(一般事務)

東海大学付属第
二

○熊本県職(学校事務) 　○国家Ⅲ種(税務・東海)  上益城消防組合 ◇熊本県警察官Ｂ

松橋
○川崎市職(消防) ○海上保安(特別)　○熊本県警察官Ｂ 宇城広域連合(消防) ◇阿蘇広域行政事務組合(消防) 　◇
国家Ⅲ種(税務・東海)

熊本工業 ○熊本市職(一般事務) ○国家Ⅲ種(税務・九州)　○裁判所Ⅲ種(九州) ◇入国警備官

熊本工業 ○熊本市職(土木) ○益城町職(一般事務) ○海上保安(特別)　○国家Ⅲ種(土木・九州) ○海上保安

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防) ○海上保安(特別)

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防)○愛知県職(学校事務) 海上保安(特別)◇福岡県南広域消防組合◇東京消防庁Ⅲ類

玉名工業
○国家Ⅲ種(税務・九州) ○海上保安(特別) ○愛知県職(学校事務) 　◇熊本県立学校実習助手(工業) 　　　　　◇
天草市職(一般事務) ◇玉名市職(一般事務) ◇大分市職(一般事務)

ありあけ新世 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○千葉県職(学校事務) ◇海上保安(特別)

　◇公務員専攻科・公務員特別学科◇　（二年生）
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福島 ○国家Ⅲ種(税務・東海) 海上保安(特別) ◇大分市職(一般事務)　大阪府職(警察事務)

大牟田北 崇城大学　　　　社会人経験者 ○刑務官Ａ(九州) 　福岡市職(現業) 　大牟田市職(一般事務)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
久留米筑水 兵庫県警察官Ｂ 香川県警察官Ｂ 郵政一般(内務)

鳥栖工業 ○郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

鳥栖工業 ○郵政一般(内務) 鳥栖三養基地区消防組合(消防)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政一般(内務) ◇東京消防庁(消防) ◇大野城市職

祐　　誠 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(税務) ◇福岡市職(地下鉄) うきは市

久留米学園 ○国家Ⅲ種(行政) ○東京消防庁(消防) ○埼玉県警察官Ｂ 海上保安 ◇郵政一般(内務)

香椎工業 ○国家Ⅲ種(行政) ◇那珂川町職 郵政一般(内務)

祐　　誠 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(内務) ◇福岡市職(学校事務) 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

日田三隈 大分市職

八女工業 ○国家Ⅲ種(税務) 福岡県職(学校事務) 郵政一般(内務)

香　　椎 ○福岡県警察官Ｂ ○山口県警察官Ｂ ◇郵政一般(内務)

福　　島 ○郵政一般(内務)

唐 津 東 ○唐津市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安 ◇郵政一般(内務) ◇福岡市職(学校事務)

八女工業
○福岡市職(現業) ○国家Ⅲ種(土木) 大野城市職(土木) 宮若市職(土木) 筑後市職(土木) ◇郵政一般(内務) 郵政一
般(外務)

山　　門 ○福岡県職(警察事務) ○山口県警察官Ｂ ○福岡県警察官Ｂ ◇郵政一般(内務)

八女工業 郵政一般(内務) 郵政一般(外務)

八　　女 神戸大中退 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 北九州市職(中級学校事務) ◇筑後市職 ◇裁判所Ⅲ種 ◇海上保安

東海大学付属第
五

○海上保安 ○郵政一般(内務)

久留米商業 ○刑務官Ｂ 国家Ⅲ種(税務)

山　　門 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○郵政一般(内務) 柳川市職(土木) 小郡市職(土木)

壱　　岐 刑務官

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ ○山口県警察官Ｂ ○郵政一般(内務) 福岡市職(消防)

豊　　玉 ○対馬市職(消防) ○海上保安 ○郵政一般(内務)

伝 習 館 ○郵政一般(内務) 大野城市職

山　　門 ○神埼地区消防組合(消防) 郵政一般(内務)

三池工業 大牟田市職(消防) 郵政一般(内務) 郵政一般(外務)

八女工業 ○立花町職 ○北九州市職(土木) ○郵政一般(内務)

八女工業 ○小郡市職(土木) ○郵政一般(内務) 福岡市職(土木)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○うきは市職 ○国家Ⅲ種(土木) ◇郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡市職 ○郵政一般(内務) ◇福岡県南広域消防組合(消防) ◇筑後市職(消防) ◇国家Ⅲ種(税務)

八女工業 ○郵政一般(内務)

五　　島 ○五島市職(消防)

須　　恵 ○粕屋南部消防組合(消防) 福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ 郵政一般(内務)

山　　門 ○八女地区消防組合(消防) 北九州市職(消防) 郵政一般(内務)

祐　　誠 ○福岡県警察官Ｂ ○山口県警察官Ｂ ○海上保安 ○郵政一般(内務)

山　　門 ○郵政一般(内務) 兵庫県警察官Ｂ

小　　郡 ○福岡県警察官Ｂ ○愛知県警察官Ｂ ○海上保安 ◇郵政一般(内務)

福　　島 郵政一般(内務) 郵政一般(外務)

香　　椎 ○郵政一般(内務) ○みやま市職(消防) 福岡市職(消防) 筑後市職(消防) ◇福岡市職(現業)

八女工業 ○郵政一般(内務) ◇海上保安 福岡県警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ

八女工業 ○北九州市職(土木) ○中間市職(土木) ◇宮若市職(土木)

大牟田北 ○福岡県職(学校事務) 大牟田市職 国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(内務)

小　　郡 ○筑後市職(消防) ○郵政一般(内務) ◇福岡県職

八女工業 ○福岡市職(土木) ○筑後市職(土木) 国家Ⅲ種(土木) ◇郵政一般(内務)

八女工業 郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡市職(現業) 愛知県職(小中学校事務) 国家Ⅲ種(税務) 郵政一般(内務) ◇山口県警察官Ｂ

八女工業 ○京都市職(消防) ○国家Ⅲ種(税務) ○東京消防庁(消防) 鳥栖三養基地区消防組合(消防) ◇郵政一般(内務)

八 重 山 ○海上保安(海洋科学) ○郵政一般(内務) 春日市職 福岡県警察官Ｂ ◇愛知県警察官Ｂ

稲築志耕館 中村学園大 ○郵政一般(内務) 芦屋町職

日田林工 神奈川県職(警察事務) 郵政一般(内務)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○郵政一般(内務) 小郡市職(土木) 筑後市職(土木)

稲築志耕館 郵政一般(内務) 郵政一般(外務)

祐　　誠 ○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 筑後市職(土木) ◇福岡県警察官Ｂ ◇郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡市職(土木) 那珂川町職(土木)

八女工業 ○福岡市職 ○郵政一般(内務) ◇国家Ⅲ種(税務) 北九州市職(中級学校事務) 大川市職(消防)

香　　椎 ○郵政一般(内務) 福岡市職(消防) ◇東京消防庁(消防)

山　　門 久留米大中退 ○山口県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(税務) 海上保安 ◇郵政一般(内務)

八女工業 ○警視庁警察官Ⅲ 郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 北九州市職(土木) 新宮町職(土木) 郵政一般(内務)

北 松 西 ○北九州市職(中級学校事務) ◇那珂川町職 ◇海上保安

2006年度以前は、公務員本科と公務員専攻科の区別がありませんでしたので、１年目・２年目の学生が混在する名簿となっています。

■2006年度学生■
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祐　　誠 ○郵政一般(内務) ◇福岡県警察官Ｂ 筑紫野市職 ◇福岡県南広域消防組合(消防)

嘉 穂 東 ○北九州市職(中級学校事務)

唐 津 東 ○唐津市職

筑　　前 ○国家Ⅲ種(行政) ◇前原市職 ◇二丈町職

五　　島 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政一般(内務) 五島市職(消防)

南　　稜 ○郵政一般(内務) 国家Ⅲ種(税務)

八女工業 国家Ⅲ種(税務) 東京消防庁(消防) 東京消防庁(消防) ◇郵政一般(内務)

山　　門 ○郵政一般(内務) 大阪市職(学校事務)

大川樟風 ○福岡市職(学校事務)

九州学院 ○山口県警察官Ｂ 　千葉県職(学校事務) 　郵政一般(内務・南関東)　福岡県警察官Ｂ

九州学院 ◇郵政一般(内務・東京)

人吉 ○人吉市職(一般事務) ○郵政一般(内務・南関東) ○愛知県警察官Ｂ 　熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ

人吉 ○下球磨消防組合 ○東京消防庁 ◇山江村職(一般事務)　◇熊本市職(消防) ◇郵政一般(内務・南九州)

八代 北九州予備校 ○津奈木町職(一般事務) ○郵政一般(内務・南九州)

八代 北九州予備校 ○郵政一般(内務・南九州) 　芦北町職(一般事務) 　熊本県警察官Ｂ

北稜 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○郵政一般(内務・九州) ◇植木町職(一般事務)　熊本県職(一般事務) 　海上保安(特別)

北稜 ○有明広域行政事務組合(消防) ○海上保安 ○郵政一般(内務・南関東)○国家Ⅲ種(税務・関東)○刑務官Ａ(中国)

北稜 ○郵政一般(内務・南関東)

南稜 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　相良村職(一般事務) ◇郵政一般(内務・東京)　人吉市職(一般事務)

城北 郵政一般(内務・近畿) 　郵政一般(外務・近畿)

大津 ○菊池広域連合(消防) 　福岡県警察官Ｂ 　郵政一般(内務・南関東)

大津 ○郵政一般(内務・南九州) 　大津町職(一般事務)

＊

天草 郵政一般(内務・南九州)

天草 ○国家Ⅲ種(税務・九州) 　芦北町職(一般事務) 　郵政一般(内務・南九州)

天草 ○天草市職(一般事務) ○郵政一般(内務・南九州) ○国家Ⅲ種(行政・関東)  ◇城南町職(一般事務)

天草 ○相良村職(一般事務) ○郵政一般(内務・南九州)

宇土
○宇土市職(一般事務) ○刑務官Ａ(九州) ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○郵政一般(内務・南九州) 　　　　　　　　熊
本県職(警察事務)　天草市職(一般事務)

宇土 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○郵政一般(内務・南九州) 　城南町職(一般事務)

宇土 ○郵政一般(内務・南関東) 　熊本県警察官Ｂ

御船 御船町職(一般事務)

御船 上益城消防組合 　郵政一般(内務・南九州)

文徳 崇城大学　　　　社会人経験者 　兵庫県警察官Ａ 　京都府警察官Ａ

文徳 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○特別区職(一般事務) ◇海上保安(特別)　◇千葉県職(学校事務) ◇八代市職(土木)

松橋 郵政一般(内務・南九州) 　郵政一般(外務・南九州)

熊本マリスト学
園

○郵政一般(内務・南九州)

熊本商業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○郵政一般(内務・南九州) 天草市職(一般事務) 熊本県職(警察事務) 熊本県警察官Ｂ

熊本国府 社会人経験者 ○大阪府職(学校事務) 　逗子市職(一般事務) ◇郵政一般(外務・南九州)　南阿蘇村職(一般事務)

熊本国府 ○郵政一般(外務・南九州)

熊本国府 社会人経験者 ○熊本市職(消防) ○阿蘇広域行政事務組合(消防) ◇郵政一般(内務・南関東)

熊本工業 ○郵政一般(内務・南九州) 　国家Ⅲ種(土木・九州) 　宇城市職(土木)　熊本市職(土木)

熊本工業 ○郵政一般(内務・南関東) 　阿蘇市職(一般事務) 　千葉県職(学校事務)　国家Ⅲ種(税務・関東)

熊本工業 ○郵政一般(内務・東京) 　熊本県職(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・九州)

熊本工業
○国家Ⅲ種(行政・関東)　○郵政一般(内務・南九州) 宇土市職(一般事務) 刑務官Ａ(九州) 　熊本県職(一般事務)
天草市職(一般事務)

熊本工業 神奈川県警察官Ｂ 　長崎県警察官Ⅲ類 　郵政一般(内務)

熊本工業 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○宇土市職(一般事務) 大分市職(一般事務)天草市職(一般事務) 郵政一般(内務・南九州)

熊本工業 熊本県立保育大学校 ○郵政一般(内務・南九州)

熊本農業 ○郵政一般(内務・南九州) ◇神戸市職(消防) 　天草市職(一般事務)

玉名女子 ○志木市職(一般事務) 　東京都職(一般事務) 　神奈川県職(警察事務)

玉名工業 郵政一般(内務・南関東)

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防) ○東京消防庁　◇大分市職(消防) 　郵政一般(内務・南九州)

玉名工業 ○国家Ⅲ種(土木・関東) 　大分市職(土木) 　郵政一般(内務・南九州)　天草市職(一般事務)

玉名工業 ○玉名市職(土木) ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　天草市職(一般事務) 　熊本市職(土木) ◇特別区職(一般事務)

玉名工業 ○横浜市職(消防) 　郵政一般(内務・南関東)

玉名工業 ○福岡県警察官Ｂ 　広島市職(消防)

第一 ○郵政一般(内務・南九州) 　国家Ⅲ種(税務・九州) ◇刑務官Ｂ(九州)

第一 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○愛知県職(学校事務) ○郵政一般(内務・南九州)

菊池農業 ○菊池広域連合(消防) ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○郵政一般(内務・南関東)

ありあけ新世 ○郵政一般(内務・北九州) 　海上保安(特別)

ありあけ新世 ○郵政一般(内務・北九州) ○柳川市職(一般事務)

三池 福岡市職(一般事務) 　大牟田市職(一般事務) ◇郵政一般(内務・北九州)

三池 ○入国警備官 ○郵政一般(内務・北九州)

三池 ○郵政一般(内務・北九州) 　長崎県警察官Ⅲ類 　入国警備官

三池 ○福岡市職(消防) ◇国家Ⅲ種(行政・関東) 　筑後市職(消防)　◇東京消防庁 ◇海上保安(特別)

大牟田北 ○山口県警察官Ｂ

日南振徳商業 社会人経験者 ○郵政一般(内務・南関東)

　◇公務員学科(熊本校)◇　※一年課程
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日南振徳商業 ○郵政一般(内務・南関東) 　宮崎市職(消防) 　日向市職(消防)

ルーテル学院 ○国家Ⅲ種(行政・北九州) ○郵政一般(内務・南九州) 　植木町職(一般事務)

ルーテル学院
○熊本県職(警察事務) ○郵政一般(内務・南九州) ○刑務官Ａ(九州) ◇城南町職(一般事務)　人吉市職(一般事務)
国立大学法人(図書)　裁判所Ⅲ種(九州) ◇郵政一般(外務・東京)

大津 九州産業大学
○大津町職(一般事務) ○福岡県警察官Ａ　○熊本県警察官Ａ 　西原村職(一般事務) ◇郵政一般(内務・南九州) ◇
中津市職(消防)

天草工業 社会人経験者
○国家Ⅲ種(機械・九州) ◇大分市職(一般事務) 郵政一般(内務・南九州)　天草市職(一般事務) 　　　　　　　◇う
きは市職(一般事務)

御船 ○横浜市職(消防) ○郵政一般(内務・北関東)

必由館 阿蘇市職(一般事務) 　城南町職(一般事務)

東海大学付属第
二

○郵政一般(内務・南九州) 　上益城消防組合

熊本北 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○郵政一般(内務・南九州) 　合志市職(一般事務)

熊本工業 明石工業高等専門学校 ○城南町職(一般事務) ○郵政一般(内務・北九州)

熊本工業 郵政一般(内務・南九州)

玉名工業
○国家Ⅲ種(行政・北九州) ○玉名市職(一般事務) 　郵政一般(内務・南九州)　熊本県職(一般事務) 　　　　　　国
立大学法人(電気)

菊池 ○国家Ⅲ種(税務・関東) ○郵政一般(内務・北関東) 　海上保安

菊池
○国家Ⅲ種(税務・関東) ○郵政一般(内務・南九州) ○菊池広域連合(消防) 天草市職(一般事務) 　　　　　　　◇
大分市職(一般事務)

大牟田北 ○熊本県警察官Ｂ 　千葉市職(技能) ◇郵政一般(内務・北関東)　山口県警察官Ｂ

＊

福島 郵政一般(外務・北九州)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

玄　　界 ○郵政一般(外務) 警視庁警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

久留米学園 ○郵政一般(内務) 春日市職 福岡県警察官Ｂ

福　　島 ○国家Ⅲ種(行政) 大阪府警察官Ｂ 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

中 津 北 ○裁判所Ⅲ種 ○京都市職 国家Ⅲ種(行政) 行橋市職

八女工業 ○郵政一般(内務) 国家Ⅲ種(行政) 鳥栖三養基地区消防事務組合(消防) 大川市職(消防)

山　　門 ○福岡県職(警察事務) ○郵政一般(内務)

玄　　洋 ○福岡市職(現業) 唐津市職 郵政一般(内務)

玄　　界 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(外務) 警視庁警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

久留米商業 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(内務) 筑後市職

八女工業 福岡県警察官Ｂ 郵政一般(外務) 大川市職(現業)

八　　女 ○福岡市職(行政) 筑後市職 国家Ⅲ種(税務) 郵政一般(内務)

須　　恵 ○郵政一般(外務)

延岡工業 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

祐　　誠 ○八女地区消防組合(消防) 筑後市職 郵政一般(内務)

山　　門 ○兵庫県警察官Ｂ ○東京消防庁(消防) 郵政一般(内務)

光　　陵 ○神奈川県警察官Ｂ ○郵政一般(内務) 福岡県職(警察事務) 海上保安(特別)

太 宰 府 公務員ビジネス専門学校 ○埼玉県警察官Ｂ

鳥栖工業 ○鳥栖･三養基地区消防事務組合(消防)

八女工業 ○久留米市職(消防) ○郵政一般(内務) ○筑紫野小郡基山清掃組合

福　　島 ○刑務官 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

五　　島 ○久留米市職(消防) ○郵政一般(内務)

壱　　岐 郵政一般(内務)

八女工業 ○国家Ⅲ種(税務) ○東京消防庁(消防) ○郵政一般(内務) 高田町職

江 の 川 宮崎産業経営大 大阪府警察官Ａ 福岡県警察官Ａ 福岡県警察官Ａ 郵政一般(内務)

* 大川樟風  

浮羽工業 ○久留米市職(消防) ○鹿児島市職(消防) 郵政一般(内務) 大分市職(消防) 大川市職(消防)

嘉 穂 東 久留米大 郵政一般(内務)

八女工業 福岡県警察官Ｂ 北九州市職(中級学校事務) 東京消防庁(消防) 郵政一般(内務) 筑紫野市職Ａ 福岡県警察官Ｂ

猶 興 館 九州産業大 ○郵政一般(外務) 海上保安 平戸市職(消防)

久留米筑水 兵庫県警察官Ｂ 郵政一般(内務)

香　　椎 福岡県警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 山口県警察官Ｂ 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

飯　　塚 九州国際大 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ａ

稲築志耕館 中村学園大 郵政一般(内務) 天草広域連合(消防) 大分市職(消防Ⅱ種) 遠賀中間地域広域行政事務組合(消防) 直方市職(現業)

八女工業 ○福岡市職(行政) 郵政一般(内務) 堺市職 立花町職 国家Ⅲ種(行政)

祐　　誠 東京工芸大 ○郵政一般(外務)

八　　女 佐 賀 大 ○郵政一般(外務) 公立八女総合病院組合

福　　島 ○八女地区消防組合(消防) 鳥栖三養基地区消防事務組合(消防) 郵政一般(外務)

嘉 穂 東 ○大任町職 郵政一般(内務) 桂川町職

唐 津 東 郵政一般(内務)

五　　島 ○郵政一般(外務)

鳥栖工業 ○上峰町職 ○国家Ⅲ種(土木) 郵政一般(外務)

八女工業 ○福岡市職(土木) 郵政一般(内務)

北 松 西 福岡市職(現業) 那珂川町職 郵政一般(内務)

早　　良 郵政一般(内務)

　◇公務員特別学科(熊本校)◇　(二年生)

■2005年度学生■
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*  

嘉 穂 東 神奈川県警察官Ｂ 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

鞍　　手 ○特別区職 田川市職

玄　　界 ○郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

山　　門 郵政一般(内務)

八　　女 ○八女地区消防組合(消防) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

伝 習 館 ○福岡市職(行政) ○筑紫野市職 ○国家Ⅲ種(行政) 高田町職 海上保安(特別)

八女工業 ○郵政一般(内務) 千葉県職(学校事務)

山　　門 郵政一般(内務)

嘉穂中央 福岡工業専門学校 ○郵政一般(内務)

三池工業 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政一般(外務)

城　　南 国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(内務)

八女工業 ○防衛庁Ⅲ種(土木) ○郵政一般(内務) 国家Ⅲ種(土木) 福岡県警察官Ｂ

日田三隈 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

対　　馬 ○福岡県警察官Ｂ

大 牟 田 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡県職(土木) ○郵政一般(内務) ○那珂川町職(土木)

唐 津 東 福岡県警察官Ｂ 防衛庁Ⅲ種

日南振徳商業 郵政一般(内務)

唐 津 東 大阪航空技術専門学校 ○唐津市職 ○郵政一般(内務) 高田町職

鳥栖工業 郵政一般(外務) ○佐賀県警察官Ｂ

八女工業 筑後市職(消防) 大川市職(消防) 郵政一般(内務)

須　　恵 ○粕屋南部消防組合(消防) ○郵政一般(内務) 東京消防庁(消防)

延岡工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○郵政一般(外務) ○熊本市職(土木) 延岡市職(消防) 五ヶ瀬町職(土木)

山　　門 大原公務員医療専門学校福岡校 ○国家Ⅲ種(行政) 愛知県警察官Ｂ 福岡県職(警察事務) 福岡県警察官Ｂ

香　　椎 辻調理師専門学校 ○福岡市職(現業) ○郵政一般(外務) 山口県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 福岡県職(現業)

山　　門 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政一般(内務) 荒尾市職 福岡県警察官Ｂ

西 田 川 ○田川地区消防組合(消防) 郵政一般(内務)

光　　陵 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

*  

博多女子 ○郵政一般(内務)

*  

八女工業 筑後市職(土木) 福岡市職(土木) 郵政一般(内務)

祐　　誠 ○郵政一般(外務) ○福岡県警察官Ｂ 警視庁警察官Ｂ 東京消防庁(消防)

人　　吉 ○郵政一般(内務)

北 松 西 ○防衛庁Ⅲ種 郵政一般(内務) 国家Ⅲ種(税務) 西海市職

八　　女 ○福岡県職(警察事務) ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政一般(内務) 高槻市職

玄　　界 ○郵政一般(外務)

博多青松 東京消防庁(消防) 唐津市職(消防) 郵政一般(内務)

筑紫女学園 郵政一般(内務) 京都府職(学校事務) 長岡京市職[京都]

八女工業 ○筑後市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 福岡市職(土木) 郵政一般(内務)

ルーテル学院 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　植木町職(一般事務) 　郵政一般(外務・北関東)

ルーテル学院 ○上益城消防組合 ○郵政一般(内務・近畿)

ルーテル学院 ○郵政一般(外務・南九州) 　福岡県警察官Ｂ ◇山口県警察官Ｂ　入国警備官 ◇熊本県警察官Ｂ

人吉 　 ○人吉市職 ○郵政一般(内務・南九州)

人吉 ○熊本県警察官Ｂ 　福岡県警察官Ｂ 　郵政一般(内務・南九州)　人吉市職

八代南
○福岡市職(技能労務)◇海上保安(特別)　 国家Ⅲ種(行政・関東)　八代郡生活環境事務組合　 郵政一般(内務・南九
州)

八代南 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政一般(外務・北関東)　◇山口県警察官Ｂ 　海上保安

大津 ○千葉県職(学校事務) 　裁判所Ⅲ種(関東) 　西原村職(一般事務)

大津 ○熊本県警察官Ｂ ○警視庁警察官Ⅲ類 　郵政一般(内務・南九州)

大津 九州産業大学 山鹿植木広域行政事務組合(消防)

天草 ○郵政一般(内務・南九州) 　兵庫県警察官Ｂ 　熊本県職(寄宿舎職員)

天草 ○天草広域連合(消防) ◇海上保安(特別) 　郵政一般(内務・南九州)　宇城広域連合(消防) ◇福岡県南広域消防

天草 ○郵政一般(内務・北関東)

天草工業 社会人経験者 熊本市職(技能労務) 　郵政一般(内務・南九州)

天草西 ○福岡県警察官Ｂ ○大阪府警察官Ｂ

宇土 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　福岡県職(学校事務) 　特別区職(一般事務)　宇土市職(一般事務)

宇土 ○郵政一般(内務・東京) ◇熊本県警察官Ｂ 　刑務官Ａ

専修大学玉名 中九州短期大学 ○有明広域行政事務組合(消防) 　郵政一般(外務・北関東)

御船 ○郵政一般(外務・南九州)

御船 郵政一般(外務・北関東)

必由館 八代郡生活環境事務組合 　郵政一般(内務・南九州)

文徳 ○菊池広域連合(消防) ○郵政一般(内務・南九州) ◇熊本県警察官Ｂ

文徳 ○郵政一般(外務・南九州) 　鹿児島市職(土木)

東海大学付属第
五

○大阪府警察官Ｂ

東海大学付属第
二

郵政一般(外務・北関東)

＊

熊本北 郵政一般(内務・南九州)

熊本工業 ○国家Ⅲ種(行政・北九州) ○郵政一般(内務・南九州) ◇山鹿市職(一般事務)

　◇公務員学科(熊本校)◇　※一年課程
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熊本工業 明石工業高等専門学校 郵政一般(内務・北九州)

熊本工業 国家Ⅲ種(行政・関東) 　郵政一般(内務・南九州)

熊本工業
○熊本県職(一般事務) ○国立国会図書館Ⅲ種(電気) ○国家Ⅲ種(電気・関東)　○宇土市職(一般事務) 　　　　　郵
政一般(内務・南九州)

熊本工業 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○郵政一般(内務・南九州) 　大津町職(一般事務)

熊本工業 ○防衛庁Ⅲ種 ○郵政一般(内務・南九州) ◇熊本県警察官Ｂ

熊本農業 ○熊本県警察官Ｂ ○郵政一般(外務・南九州)

玄界 ○福岡県警察官Ｂ ○山口県警察官Ｂ 　郵政一般(内務・北九州)

玉名工業 ○福岡県警察官Ｂ

玉名工業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　京都市職(電気・中級) 　郵政一般(内務・南九州)　玉名市職(一般事務)

矢部 ○国家Ⅲ種(税務・九州) ○特別区職(一般事務) 　湯前町職(一般事務)

菊池 郵政一般(外務・北関東) ◇福岡県警察官Ｂ

菊池 ○郵政一般(外務・北関東) 　菊池広域連合(消防) ◇京都府警察官Ｂ

阿蘇清峰 ○海上保安(特別)

三池 ○郵政一般(内務・北関東) 　国家Ⅲ種(行政・関東)

三池 ○福岡県警察官Ｂ 　山口県警察官Ｂ 　郵政一般(内務・北関東)

三池 ○荒尾市職(一般事務) ○高田町職(一般事務) ○郵政一般(内務・北九州)　○福岡市職(地下鉄)

八女
○福岡県職(一般事務) ○立花町職 　国家Ⅲ種(税務・九州) ◇海上保安(特別)　裁判所Ⅲ種(九州) 　　　　　　古
賀市職(一般事務) 　中津市職(一般事務)

八女 ○八代市職(一般事務) ○郵政一般(内務・北九州) 　黒木町職(一般事務)

大牟田 唐津市職(消防)

＊

大牟田北 崇城大学・中退 ○山口県警察官Ｂ ○郵政一般(内務・南九州) 　福岡市職(技能労務)

大牟田北 ○神奈川県警察官Ｂ 　神奈川県警察官Ｂ 　郵政一般(外務・北関東)

＊

＊

宮崎商業 熊本学園大学 ○郵政一般(外務・東京)

日南振徳商業 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○郵政一般(内務・南九州)◇海上保安(特別) 南郷町職(一般事務) ◇串間市職(一般事務)

人吉 壺渓塾 ○五木村職 ○兵庫県職(学校事務) ○郵政一般(内務・南九州)

北稜 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　熊本市職(一般事務) 　玉名市職(一般事務)

御船 裁判所Ⅲ種(関東) 　千葉県職(学校事務)

御船 ○郵政一般(外務・南九州) 　山鹿植木広域行政事務組合(消防)

文徳 郵政一般(内務・南九州) 　岡山市職(技能労務)

東海大学付属第
二

○高遊原南消防組合 ○国家Ⅲ種(税務・中国) ◇熊本県警察官Ｂ ◇郵政一般(外務・南九州) ○福岡県警察官Ｂ  ◇
東京消防庁 ◇人吉下球磨消防組合

水俣 ○福岡県職(警察事務) ○国家Ⅲ種(行政・中国) 　八代市職(一般事務) 　郵政一般(内務・南九州)

熊本農業 ○上益城消防組合 ○郵政一般(外務・南九州)

玉名工業 中央大学 ○山鹿植木広域行政事務組合(消防) 　郵政一般(外務・南九州)

玉名工業 郵政一般(内務・南九州)

出水中央 大阪外国語大学  社会人経験者 北九州市(学校事務)

山門
○国家Ⅲ種(行政・中国)　○郵政一般(内務・北九州)　○佐賀県職(一般事務)　植木町職(一般事務)　　　　　　高
田町職(一般事務)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
玄　　界 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

光　　陵 ○宗像地区消防組合(消防) 国分地区消防組合(消防) 福岡市職(消防) 郵政一般(外務)

直　　方 ○郵政一般(内務) 海上保安(特別) 鹿児島県職(警察事務) 裁判所Ⅲ種 山口県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

*  

福    島 郵政一般(外務)

福岡中央 ○福岡県職(警察事務) ○郵政一般(内務) 国家Ⅲ種(税務)

八女工業 ○高田町職 ○国家Ⅲ種(土木) 郵政一般(内務) 大野城市職(土木) 福岡県警察官Ｂ 福岡市職(土木)

森 九州産業大 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ａ 玖珠町職

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) 星野村職

久留米工業大附
属

東京工芸大 郵政一般(外務)

壱　　岐 九州工業大 ○壱岐市職(中級) 福岡市職 郵政一般(内務)

福　　翔 郵政一般(外務)

五　　島
○国家Ⅲ種(行政) ○東京消防庁(消防) ○郵政一般(内務) ○福岡県警察官Ｂ 広島市職(消防) 八代広域消防組合(消
防)

*  

八　　女 ○福岡市職(学校事務) ○裁判所Ⅲ種 ○郵政一般(内務) 鳥栖市職

伊 万 里 郵政一般(内務)

久留米商業 ○郵政一般(外務) 防衛庁Ⅲ種

香　　椎 ○郵政一般(外務)

八女工業 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ ○愛知県警察官Ｂ 郵政一般(内務) 川崎市職

嘉 穂 東 ○郵政一般(外務) 福岡市職(現業)

嘉 穂 東 ○郵政一般(外務) 大分市職(消防)

久留米工業大附
属

郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

大分東明 大原公務員医療専門学校福岡校
○日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) ○熊本県職(現業) ○大分市職(消防) 横浜市職(消防) 堺市高石市消防組合
(消防) 福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(行政)

　◇公務員特別学科(熊本校)◇　(二年生)

■2004年度学生■
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八　　女 国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(内務) 防衛庁Ⅲ種

八女工業 ○立花町職 ○郵政一般(外務) 国家Ⅲ種(土木) 佐賀県職(総合土木)

日 新 館 ○郵政一般(外務) 山口県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

香椎工業 ○福岡市職(現業) ○郵政一般(外務) 熊本市職(現業) 広島市職(現業) 大阪市職(現業)

*  

中村学園女子 ○大野城市職 ○裁判所Ⅲ種 ○特別区職

直　　方 ○福岡県警察官Ｂ ○山口県警察官Ｂ 千葉市職 郵政一般(外務)

久留米商業 ○防衛庁Ⅲ種 星野村職

八　　女 ○国家Ⅲ種(行政) 国立大学法人 裁判所Ⅲ種 福岡市職(地下鉄)

大牟田北 ○郵政一般(外務) 国家Ⅲ種(税務)

鹿屋工業 日南市職

鳥栖工業 郵政一般(外務) 佐賀県警察官Ｂ

久留米商業 ○郵政一般(外務)

三　　井 ○海上保安(特別) 福岡市職(消防) 東京消防庁(消防) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ 福岡市職(現業)

壱　　岐 ○国家Ⅲ種(税務) 郵政一般(外務) 福岡県職(警察事務) 壱岐市職 福岡県警察官Ｂ

山　　門 鹿児島県職(警察事務) 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

福　　島 防衛庁Ⅲ種 黒木町職 郵政一般(内務)

久留米工業大附
属

郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

福　　翔 ○福岡市職 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

日 新 館 ○山口県警察官Ｂ 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○国立大学法人(機械) 北九州市職(中級学校事務)

中津工業 国家Ⅲ種(土木) 福岡市職(土木) 郵政一般(内務)

唐 津 東 ○広島市職 ○兵庫県警察官Ｂ

八　　女 西鉄国際カレッジ専門学校 ○福岡県職(警察事務) 郵政一般(内務) 小郡市職

八女工業 ○海上保安(特別)

猶 興 館 平戸市職

西日本短大附属 入国警備官 郵政一般(外務) 星野村職

五　　島 ○裁判所Ⅲ種 ○防衛庁Ⅲ種 ○五島市職

八女工業 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政一般(内務) 高田町職 大木町職

八女工業 ○八女地区消防組合(消防) 福岡県警察官Ｂ 警視庁警察官Ｂ 警視庁警察官Ｂ

八　　女 ○黒木町職 佐賀県職 中津市職

福　　島 郵政一般(外務)

　 森 九州産業大 郵政一般(外務)

香　　椎 ○愛知県警察官Ｂ 海上保安 福岡県警察官Ｂ

玄　　界 ○福岡市職(現業) ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○福岡県職(警察事務) ○郵政一般(内務)

久留米商業 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) 裁判所Ⅲ種 郵政一般(内務) 小郡市職(現業)

福岡西陵
○国家Ⅲ種(税務) ○海上保安 ○刑務官 鹿児島県警察官Ｂ 大阪府警察官Ｂ 海上保安(特別) 郵政一般(内務) 福岡県
警察官Ｂ 糸島地区消防組合(消防)

嘉 穂 東 郵政一般(内務)

佐世保東翔 国家Ⅲ種(税務) 君津市職【千葉】 防衛庁Ⅲ種 特別区職 福岡市職(現業) 海上保安(特別) 長崎県警察官Ｂ

延岡工業 ○国家Ⅲ種(土木) 小林市職(土木) 大阪市職(土木) 日向市職(土木) 郵政一般(外務) 滋賀県警察官Ｂ

八女工業 ○国家Ⅲ種(電気情報) 郵政一般(外務)

八　　女 ○郵政一般(外務) ○刑務官

西日本短大附属 大東文化大 刑務官(武道)

久留米 福 岡 大 ○福岡県警察官Ｂ 千葉市職(学校事務) 郵政一般(内務)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 北九州市職(土木) 郵政一般(外務) 福岡市職(現業)

対　　馬 ○長崎県警察官Ｂ ○防衛庁Ⅲ種 郵政一般(内務) 長崎県離島医療圏組合

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○大阪市職(土木) 郵政一般(外務) 大野城市職(土木) 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 郵政一般(内務)

福　　島 ○国家Ⅲ種(行政) ○川崎市職 裁判所Ⅲ種

鳥栖工業
○鳥栖三養基地区消防組合(消防) ○海上保安(特別) ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ 日田玖珠広域市町村圏事務
組合(消防)

五　　島 ○五島市職 福岡市職(現業)

福　　島 ○防衛庁Ⅲ種 国家Ⅲ種(税務) 郵政一般(内務)

*  

大　　島 鹿児島県立短大 ○大野城市職(現業) 神戸市職(中級) 郵政一般(外務)

有明高専 ○裁判所Ⅲ種 ○防衛庁Ⅲ種 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ 南関町職

久留米学園 ○福岡県警察官Ｂ

*  

小　　郡 ○山口県警察官Ｂ 郵政一般(外務)

*  

久留米商業 鹿児島県職(警察事務)

直　　方 ○庄内町職 ○海上保安(特別) ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ 飯塚市職

中 津 北 福岡市職(現業) 広島市職(現業)

唐 津 東 大阪航空技術専門学校 郵政一般(内務)

八　　女 郵政一般(内務)

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政一般(外務) 横浜市職(消防)

嘉 穂 東 ○国家Ⅲ種(税務) 郵政一般(外務)

西 田 川 田川地区消防組合(消防) 福岡県警察官Ｂ 郵政一般(外務)

久留米商業 ○久留米市職(消防) ○佐賀中部広域連合(消防) ○広島市職(消防) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ
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八女工業 ○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) ○那珂川町職 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

三　　潴 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政一般(外務)

北　　筑 ○大阪市職(消防) ○海上保安(特別) ○郵政一般(外務) 八代広域消防組合(消防)

久留米学園 郵政一般(外務)

八　　女 ○福岡市職 ○郵政一般(内務) 裁判所Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ 立花町職

大 牟 田 大牟田市職(消防) 郵政一般(外務)

八女学院 ○八女地区消防組合(消防) 福岡県職(警察事務) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

福　　島 郵政一般(外務)

*  

森 九州産業大 郵政一般(外務)

八女工業 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 ○郵政一般(内務) 山口県職(学校事務)

久留米工業大附
属

郵政一般(外務)

玄　　界 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

大牟田北 ○福岡県警察官Ｂ 入国警備官

*  

山　　門 奈 良 大 ○福岡県警察官Ａ 郵政一般(内務)

水　　俣 ○福岡市職(消防) ○東京消防庁(消防) ○郵政一般(外務) ○福岡県警察官Ｂ 八代広域消防組合(消防)

南　　稜 熊本県職(現業) 鹿児島県職(警察事務) 国家Ⅲ種(税務) 球磨郡公立多良木病院組合 国分市職

福岡女子 ○国家Ⅲ種(行政) ○入国警備官 ○特別区職 海上保安(特別)

福　　島 福岡市職(現業) 郵政一般(内務)

久留米工業大附
属

○郵政一般(外務)

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政) 防衛庁Ⅲ種

直　　方 ○直方市職(消防) ○防衛庁Ⅲ種 海上保安(特別) 国家Ⅲ種(税務) 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡市職(地下鉄) 郵政一般(内務)

壱　　岐 ○長崎県警察官Ｂ

嘉 穂 東 ○飯塚地区消防組合(消防) ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(内務) 山口県職 福岡県警察官Ｂ

久留米高専 ○防衛庁Ⅲ種(電気) ○福岡県警察官Ｂ 特別区職 吉井町職 星野村職

筑　　前
○福岡市職(現業) ○郵政一般(外務) 裁判所Ⅲ種 福岡市職(消防) 福岡県南広域消防組合(消防) 大野城市職 長崎県
警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

早　　良 福岡市職(現業) 郵政一般(外務)

八女工業 山口県職(土木)

玄　　界 ○福岡市職(現業) 郵政一般(内務) 福岡県警察官Ｂ

福　　島 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

東海大学第五 ○郵政一般(外務)

小　　郡 ○長崎県警察官Ｂ

八女工業 ○郵政一般(外務) 鹿児島県職(土木) 国家Ⅲ種(土木) 大野城市職(土木)

久留米筑水 大原公務員医療専門学校福岡校 ○郵政一般(外務)

八女工業 ○福岡市職(地下鉄) 郵政一般(内務)

久留米商業 ○国家Ⅲ種(税務) 鹿児島県職(警察事務) 郵政一般(外務) 参議院衛視 埼玉県警察官Ｂ

五　　島 郵政一般(外務)

唐 津 東 ○佐賀県職 ○唐津市職 ○郵政一般(内務)

香　　椎 郵政一般(外務) 神奈川県警察官Ｂ

直　　方 ○福岡市職 ○飯塚市職 ○国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 特別区職 岡垣町職

九州学院 ○福岡県警察官Ｂ ◇郵政一般(外務・北関東) 　横浜市職(消防)

人吉 ○五木村職(一般事務) ◇菊池広域行政事務組合(介護) 　熊本県職(技能労務)　鹿児島市職(技能労務)

人吉 ○裁判所Ⅲ種(関東) 　熊本県職(技能労務) 　福岡県警察官Ｂ　　大分市職(消防)

八代工業 ○熊本県職(学校事務) ○郵政一般(内務・南九州) 国家Ⅲ種(税務・九州） あさぎり町職(一般事務)

八代工業 ○国家Ⅲ種(電気・関東) 　大阪市職(一般事務) 　特別区職(一般事務）

北稜 ○国家Ⅲ種(行政・関東) ○郵政一般(外務・南九州) 　玉名市職(一般事務)

北稜 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政一般(外務・北関東) 　北海道警察官Ｂ　海上保安

北稜 ○郵政一般(外務・北関東)

多良木 福岡ｽｸｰﾙｵﾌﾞﾐｭｰｼﾞｯｸ ◇郵政一般(外務・北関東)

大津 ○福岡県南広域消防 ○熊本県警察官Ｂ ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　菊池広域行政事務組合(消防) 　東京消防庁

天草 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　○郵政一般(内務・近畿)　熊本県職(技能労務) 　鹿児島県警察官Ｂ

天草
○熊本県職(学校事務) ◇郵政一般(外務・南九州) ◇熊本県警察官Ｂ　裁判所Ⅲ種(九州) 三角町職(一般事務) 　海
上保安(特別)

天草 ○愛知県警察官Ｂ ◇郵政一般(外務・北関東)

天草西 ○郵政一般(外務・北関東)

宇土 ○菊池広域行政事務組合(介護) ◇特別区職(一般事務)

御船 ○防衛庁Ⅲ種(機械) ◇郵政一般(外務・北関東)

御船 郵政一般(外務・北関東)

文徳 ○郵政一般(外務・東京)

文徳 参議院Ⅲ種(電気) 　福岡市職(技能労務)

東海大学第二 ○郵政一般(外務・北関東) 　愛知県警察官Ｂ

水俣 鹿児島県職(警察事務) 　郵政一般(内務・近畿)

熊本商業 ○松橋町職(一般事務) 　国家Ⅲ種(税務・九州) 　熊本市職(一般事務)　郵政一般(内務・北関東)

熊本商業 ○菊池広域行政事務組合(消防) ◇郵政一般(外務・北関東) ◇京都府警察官Ｂ

熊本農業 ○郵政一般(外務・北関東) 　上益城消防組合

熊本農業 ○熊本県警察官Ｂ ○郵政一般(外務・北関東)

玉名工業 ○国家Ⅲ種(土木・関東) ○郵政一般(外務・北関東) 　熊本市職(土木)
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＊

玉名工業 ○有明広域行政事務組合(消防) ○郵政一般(外務・北関東) ○福岡県警察官Ｂ 海上保安　◇国家Ⅲ種(税務・関東)

玉名工業
○国家Ⅲ種(機械・九州） ○郵政一般(外務・北関東）○熊本県警察官Ｂ 大阪府警察官Ｂ ◇有明広域行政事務組合
(消防)

玉名工業
○有明広域行政事務組合(消防)　○郵政一般(外務・北関東) 熊本県(技能労務)  ◇熊本県警察官Ｂ ◇大牟田市職(消
防)

玉名工業 中央大学 有明広域行政事務組合(消防)

三池 ○国家Ⅲ種(行政・関東) 　裁判所Ⅲ種(関東) 　特別区職(一般事務)

八女
○熊本県職(学校事務) ◇福岡県警察官Ｂ ◇郵政一般(外務・山陽)　◇行橋市職(一般事務)　　　　　　　　　　 ◇
日田玖珠広域市町村圏事務組合消防本部

八女工業 ○国家Ⅲ種(行政・関東)　○熊本市職(電車技工) 松橋町職(土木) ◇佐世保市職(土木) 郵政一般(外務・北関東)

大牟田北 拓殖大学 ○大牟田市職(消防) ○郵政一般(外務・山陽) ○福岡県警察官Ａ 　佐賀中部広域連合消防　大分市職(消防)

＊

大牟田北 ○特別区職(一般事務) ◇国立大学法人 　熊本市職(一般事務)　不知火町職(一般事務) 　唐津市職(一般事務)

山門 ◇福岡県警察官Ｂ ◇高田町職(一般事務) 　隼人町職(一般事務)　菊池広域行政事務組合(介護)

山門 ○特別区職(一般事務) ○福岡市職(技能労務)　鹿児島県職(警察事務) 　西合志町職(一般事務)

山門 ○特別区職(一般事務） ○福岡市職(地下鉄)

山門 ○福岡市職(地下鉄) ○福岡県警察官Ｂ 　鹿児島県職(警察事務)

出水中央 大阪外国語大学　社会人経験者 北九州市(学校事務)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
北 松 西 ○福岡市職(現業) 熊本県職(学校事務) 郵政一般(内務) 国家Ⅲ種(税務)

久留米工業大附
属

○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務) ○特別区職

大牟田北 郵政一般(外務) 高田町職

八女工業 特別区職(土木)

山　　門 郵政一般(外務) 高田町職

天　　草 ○郵政一般(外務)

*

伊 万 里 ○福岡市職 海上保安(特別) 佐賀県警察官Ｂ

福岡工業 ○福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○大川市職(土木) 福岡市職(土木) 東京都職(土木)

八　　女 京都市職 郵政一般(内務)

八女工業 郵政一般(外務)

大牟田北 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 熊本市職

玄　　界 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(内務) 広島県警察官Ｂ

*

八女工業 ○筑紫野太宰府消防組合(消防) 鳥栖三養基地区消防組合(消防)

三池工業 郵政一般(外務)

壱　　岐 特別区職

*

八　　女 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

久留米高専 ○小郡市職 福岡県職 北九州市職(中級学校事務) 郵政一般(外務)

日　　田 ○郵政一般(外務) 千葉市職(消防) 山口県警察官Ｂ

*

福　　翔 九州産業大 ○郵政一般(外務)

香　　椎 郵政一般(外務)

福　　島 ○福岡県警察官Ｂ

壱　　岐 ○芦辺町職

対　　馬 松浦地区消防組合(消防)

久留米大学附設 ○福岡県職 郵政一般(内務)

三池工業 崇 城 大 ○郵政一般(外務) 海上保安(特別)

筑紫女学園 郵政一般(外務)

博多女子 ○国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 新宮町職 三輪町職

久留米商業 ○三潴町職

猶 興 館 ○福岡県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 郵政一般(外務) 川崎市職(消防)

大牟田北 ○海上保安 神奈川県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ

豊　　玉 ○国家Ⅲ種(税務) 神奈川県職(警察事務) 郵政一般(外務)

八女工業 ○瀬高町職 東京消防庁(消防) 裁判所Ⅲ種 北九州市職(土木)

八女工業 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務) 裁判所Ⅲ種 大野城市職

壱　　岐 壱岐広域圏町村組合

五　　島 ○山口県職 吹田市職 郵政一般(外務)

*

飯　　塚 九州産業大 警視庁警察官Ⅰ 郵政一般(外務)

久留米工業大附
属

○郵政一般(外務) 愛知県警察官Ｂ

*

唐 津 西 矢部村職

大牟田北 福岡県警察官Ｂ 裁判所Ⅲ種

*

■2003年度学生■
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福岡工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○筑紫野市職 ○東京都職(土木) ○福岡県警察官Ｂ

*

五　　島 ○国家Ⅲ種(行政) 富江町職

*

*

八女工業 ○直方市職(土木) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ 福岡市職(現業)

伝 習 館 ○瀬高町職

福　　島 ○福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡市職(土木) ○郵政一般(外務) 小郡市職(土木) 福岡県警察官Ｂ

小　　林 神奈川県職(警察事務)

光　　陵 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 衆議院Ⅲ種 宗像市職 特別区職

香椎工業 ○習志野市職(消防) ○東京消防庁(消防) 川崎市職(消防) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

南　　稜 国家Ⅲ種(税務) 熊本市職 特別区職 人吉市職

久留米商業 ○佐賀県職 郵政一般(外務) 広川町職

八女工業 ○福岡県職(土木) 東京都職(土木)

八　　女 西南学院大 ○海上保安(特別) ○立花町職 福岡県警察官Ａ 福岡県警察官Ａ 福岡県職(中級) 郵政一般(内務) 瀬高町職

八　　女 ○福岡市職 国家Ⅲ種(税務) 裁判所Ⅲ種 鳥栖市職 立花町職

猶 興 館 ○平戸市職 郵政一般(外務)

久留米商業 福岡市職 国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(外務)

福　　島 ○特別区職

久留米工業大附
属

○郵政一般(外務)

*

*

久留米商業 ○大刀洗町職 ○郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 国家Ⅲ種(税務)

八女工業 ○福岡県職(土木) 下関市職(土木) 郵政一般(外務)

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ

東海大学第五 ○国家Ⅲ種(税務) 遠賀町職 郵政一般(外務)

古　　賀 ○福岡市職(現業) 郵政一般(内務) 福間町職(現業)

山　　門 ○熊本市職 ○郵政一般(内務) 瀬高町職

五　　島 郵政一般(内務) 福江市職

東海大学第五 九州東海大 ○兵庫県警察官Ａ ○郵政一般(外務)

大牟田北 南関町職

大牟田商業 福岡県警察官Ｂ 南関町職 郵政一般(外務)

香　　椎 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務) 裁判所Ⅲ種 前原市職

浮羽工業 ○大川市職(消防) 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ 大阪市職(消防)

壱　　岐 ○特別区職

*

日　　田 ○東京消防庁(消防) ○前津江村職 郵政一般(外務) 日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) 日田市職 大阪市職

有明高専 ○福岡県警察官Ｂ

光　　陵 ○特別区職 ○国家Ⅲ種(税務) ○筑紫野太宰府消防組合(消防) 衆議院衛視

*

大牟田北 拓 殖 大 有明広域行政事務組合(消防)

嘉 穂 東 ○福岡県警察官Ｂ 有明広域行政事務組合(消防)

八女工業 ○国家Ⅲ種(電気情報) ○防衛庁Ⅲ種(電気) 特別区職(電気) 下関市職(電気)

八女工業 福岡市職(現業) 矢部村職 福岡県警察官Ｂ

柏　　陵 福岡コミュニケーションアート専門学校 福岡県警察官Ｂ

*

人　　吉 ○福岡市職(消防) 海上保安(特別) 人吉市職 郵政一般(外務)

多 良 木 郵政一般(外務)

九州産業大学付
属九州

東 和 大 ○郵政一般(外務) ○警視庁警察官Ⅰ

*

八　　女 国家Ⅲ種(行政) 福岡市職(学校事務)

壱岐商業 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政一般(外務) 山口県警察官Ｂ

山　　門 ○防衛庁Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ

*

豊　　玉 ○福岡市職(現業) 裁判所Ⅲ種

福　　島 神奈川県警察官Ｂ

香　　椎 ○郵政一般(外務)

久留米商業 ○神奈川県職(警察事務) ○広島県警察官Ｂ 裁判所Ⅲ種

八　　女 姫路獨協大 ○郵政一般(内務) 古賀市職

鳥栖工業 ○刑務官

福　　島 ○筑後市職 ○国家Ⅲ種(税務) ○防衛庁Ⅲ種

平　　戸 ○平戸市職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政一般(外務)

八女工業 福岡県警察官Ｂ

久留米高専 ○鳥栖三養基地区消防組合(大卒消防) 福岡市職(消防)

大牟田北 郵政一般(外務)

福　　翔 九州産業大 ○郵政一般(外務)

東 明 館 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(税務) ○刑務官

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○特別区職(土木) 海上保安
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佐賀商業 ○国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 海上保安(特別) 佐賀県職(警察事務)

八女工業 大野城市職(土木)

鳥栖工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○小郡市職(土木) 東京都職(土木) 福岡県警察官Ｂ

八　　女 福岡市職 筑紫野市職 立花町職 直方市職

嘉 穂 東 郵政一般(外務)

日　　南 ○南郷町職 福岡市職(現業)

光　　陵 特別区職

*

八女工業 ○下関市職(土木) ○東京都職(土木) ○大阪市職(土木)

久留米工業大附
属

福岡市職(現業) 郵政一般(内務)

山　　門 城島町職

西日本短大附属 大東文化大 刑務官(武道)

*

香　　椎 ○粕屋南部消防組合(消防) ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県警察官Ｂ

森 ○防衛庁Ⅲ種 九重町職

八女工業 ○海上保安 ○さいたま市職(現業) 南関町職 福岡県警察官Ｂ

天　　草 ○熊本市職 郵政一般(内務)

光　　陵 西東京市職

八女工業 福岡市職(土木) 直方市職(土木) 東京都職(土木)

日南振徳商業 ○特別区職 福岡県警察官Ｂ

東海大学第五 郵政一般(内務)

柳　　川 神奈川県警察官Ｂ

伊 万 里 ○福島町職 東京消防庁(消防)

玄　　洋 ○福岡市職 前原市職 福岡県警察官Ｂ

*

直　　方 大野城市職 田川市職

壱　　岐 郵政一般(外務)

光　　陵 ○福岡県職(警察事務) ○宗像地区消防組合(消防) ○福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 広島県警察官Ｂ

八女工業 ○郵政一般(外務)

*

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 福岡市職(土木) 筑紫野市職(土木) 東京都職(土木)

八女工業 ○特別区職(機械) ○大阪市職(機械) 国家Ⅲ種(機械)

*

山　　門 ○福岡市職(現業) 広島県警察官Ｂ

筑　　前 ○国家Ⅲ種(税務) 広島県警察官Ｂ 防衛庁Ⅲ種

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ

香　　椎 ○熊本県警察官Ｂ

東 福 岡 ○郵政一般(外務) 国家Ⅲ種(行政)

嘉 穂 東 ○山口県職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ○郵政一般(外務) 筑穂町職 福岡県警察官Ｂ

九州産業大付属
九州産業

愛知県警察官Ｂ

鳥栖工業 郵政一般(外務)

福　　島 郵政一般(外務)

八女学院 福岡県警察官Ｂ 福岡市職(現業)

九州産業大付属
九州

九州産業大 ○郵政一般(外務)

日　　田 ○日田市職 郵政一般(外務)

八　　女 ○福岡市職 小郡市職 郵政一般(内務) 広川町職

久留米工業大附
属

郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 国家Ⅲ種(税務) 郵政一般(外務)

福　　翔 ○福岡県職(警察事務) ○国家Ⅲ種(税務)

玄　　界 京都外国語短大 ○郵政一般(内務) 福岡県職(警察事務) 海上保安(特別)

香　　椎 ○福岡県警察官Ｂ

三　　井 九州外語専門学校 神奈川県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

伝 習 館 愛知学院大 北九州市職(中級学校事務) 大和町職 郵政一般(外務) 福岡県警察官Ｂ

福　　島 南関町職

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
玄　　界 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ

久留米高専 ○鹿児島県職(現業) 刑務官 愛知県警察官Ｂ

光　　陵 郵政外務

八女工業 ○大川市職(土木) ○三橋町職 ○郵政外務 名古屋市職(土木)

人　　吉 ○福岡県警察官Ｂ

福　　島 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛庁Ⅲ種 鳥栖市職 福岡県警察官Ｂ

佐 賀 西 佐賀短大 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

鹿屋工業 ○郵政外務 鹿児島市職

香　　椎 ○岡山県職

久留米工業大附
属

北茂安町職(土木) 広島市職(土木) 海上保安(特別) 郵政外務

*

鹿　　本 ○千葉県職(警察事務) ○郵政外務 植木町職

■2002年度学生■
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八女工業 ○郵政外務 国家Ⅲ種(土木) 名古屋市職(土木) 大川市職(土木)

三　　池 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 福岡県職(学校事務) 大牟田市職

諫早農業 ○刑務官 愛知県警察官Ｂ

福　　島 ○広島県警察官Ｂ 鹿児島県警察官Ｂ 兵庫県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 熊本県警察官Ｂ

唐 津 東 ○衆議院Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政) 特別区職 郵政外務

熊 毛 南 日本公務員学校 ○福岡県警察官Ｂ ○神奈川県警察官Ｂ 山口県職(警察事務)

熊本農業 ○鏡町職 郵政外務

久留米商業 ○福岡市職(消防) 国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

東海大学第五 大原簿記専門学校福岡校 福岡県警察官Ｂ

三池工業 ○福岡県警察官Ｂ

八女工業 国家Ⅲ種(土木)

八女工業 郵政外務

日　　田 九州産業大 熊本県警察官Ａ 日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) 玖珠町職

嘉 穂 東 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

大牟田北 ○郵政外務 筑後市職 福岡市職

久留米高専 ○福岡県警察官Ｂ ○海上保安(特別) 国家Ⅲ種(郵政Ａ) 郵政外務 筑紫野市職 三輪町職

*

山　　門 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ 瀬高町職 福岡県警察官Ｂ

三池工業 崇 城 大 海上保安

佐世保南 ○国家Ⅲ種(行政) 横浜市職 裁判所Ⅲ種

八　　女 ○福岡県職(学校事務) 郵政外務

直　　方 ホンダ関西自動車整備専門学校 ○郵政外務 築城町職 嘉穂南部衛生事務組合 山口県職(現業)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○郵政外務 日田市職(土木) 国家Ⅲ種(土木) 南関町職(土木)

玄　　洋 ○福岡市職(現業)

*

八女工業 郵政外務 福岡県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ

*

唐 津 東 ○福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

九州産業大付属
九州産業

杷木町職 大山町職

コ　　ザ ○沖縄市職(中級)

浮　　羽 第一経済大 ○吉井町職

唐津商業 ○山鹿市職 郵政外務 若宮町職

八女工業 ○福岡市職(土木) ○甘木市職(土木) 国家Ⅲ種(土木) 日田市職(土木)

八女工業 ○郵政外務 ○福岡市職(現業) 高田町職

*

八　　女 福 岡 大 ○郵政外務 城島町職

八　　女 ○福岡県職(学校事務) ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 ○大木町職

久留米工業大附
属

福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

*

三　　池 ○京都市職 福岡県警察官Ｂ

小林商業 鹿児島県警察官Ｂ 京都府警察官Ｂ

久留米商業 ○福岡市職 ○小郡市職 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政) 海上保安(特別)

光　　陵 ○熊本市職(消防) 粕屋北部消防組合(消防) 裁判所Ⅲ種 福岡県警察官Ｂ

玄　　界 郵政外務

立　　花 警視庁(事務) 大分県職(現業) 郵政外務

豊　　玉 厳原町職

西 鞍 手 福岡県農業大学校 兵庫県警察官Ｂ

大牟田北 船橋市職[千葉] 郵政外務

*

*

佐賀工業 ○国家Ⅲ種(機械) ○郵政外務 熊本市職(機械)

*

*

直　　方 ○飯塚地区消防組合(消防) ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ 添田町職

久留米工業大附
属

国家Ⅲ種(行政)

博多女子 ○千葉県職(警察事務)

中　　間 東海大福岡短大 福岡県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 福岡市職(現業)

稲築志耕館 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

三　　池 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 熊本市職 小郡市職 海上保安(特別)

唐 津 東 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 ○郵政外務

嘉 穂 東 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 特別区職 兵庫県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

福岡工業 ○郵政外務

伊 万 里 ○東京消防庁(消防) 横浜市職(消防) 東京消防庁(消防) 山武郡市広域行政組合(消防)【千葉】 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡県南広域消防組合(消防) ○山武郡市広域行政組合(消防)[千葉] 国家Ⅲ種(行政)

八女工業 ○福岡市職(土木) ○瀬高町職 ○国家Ⅲ種(土木) ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ

*

対　　馬 郵政外務

八女工業 日田市職(土木) 熊本市職(土木) 郵政外務 福岡県警察官Ｂ
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久留米工業大附
属

○郵政外務

*

光　　陵 ○愛知県警察官Ｂ ○郵政外務 福岡市職(消防)

嘉 穂 東 筑穂町職 海上保安(特別)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 粕屋町職(土木) 鹿児島市職(土木) 郵政外務

玄　　界 ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

嘉 穂 東 ○福岡県職(学校事務) ○飯塚地区消防組合(消防) ○嘉穂町職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ○郵政外務

三池工業 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) 広川町職

九州産業大附属
九州

九州産業大 ○大阪市職(消防Ａ) ○郵政外務

八女工業 ○北九州市職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 海上保安(特別) 郵政外務 甘木市職(土木)

玄　　洋 郵政外務

八女工業 日田市職(土木) 西都市職(土木)

壱　　岐 ○壱岐広域圏町村組合(介護)

人　　吉 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 海上保安(特別)

長崎日本大学 ○国家Ⅲ種(行政) 海上保安(特別) 京都府職(学校事務)

東 福 岡 ○福岡県警察官Ｂ 大阪府警察官Ｂ

新　　宮 ○国家Ⅲ種(税務) ○裁判所Ⅲ種 ○海上保安(特別) ○郵政外務 福岡市職 古賀市職

福岡中央 宮崎公立大 福岡県介護保険広域連合

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(土木) ○郵政外務 福岡市職(土木)

博多女子 海上保安(特別) 郵政外務 福岡市職

八女工業 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 筑紫野市職

*

*

日　　南 郵政外務

北　　筑 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政外務

八女工業 国家Ⅲ種(土木) 筑後市職(土木) 日田市職(土木) 郵政外務 福岡県警察官Ｂ

杉森女子 ○瀬高町職 ○国家Ⅲ種(行政) 玉名市職

大牟田北 ○高田町職 福岡県警察官Ｂ 広島市職

*

*

*

*

八女工業 鳥栖三養基地区消防組合(消防)

猶 興 館 ○国家Ⅲ種(行政) 田平町職 郵政外務

日田三隈 日田市職

久留米商業 ○国家Ⅲ種(行政) ○市原市職(消防)[千葉] 大川市職(消防)

森 九州産業大 ○日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) 郵政外務 警視庁警察官Ⅰ

玄　　界 京都外国語短大 特別区職
久留米工業大附

属
下関市職(機械)

福　　島 ○八女地区消防組合(消防) 天草広域連合(消防) 横浜市職(消防) 日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防)

香　　椎 ○神奈川県警察官Ｂ

八女工業 北九州市職(土木)

久留米商業 ○福岡県警察官Ｂ 郵政外務

大牟田商業 ○福岡県警察官Ｂ

*

都城泉ヶ丘 公務員ビジネス専門学校 ○都城市職 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡市職 裁判所Ⅲ種 大野城市職 海上保安(特別) 嘉穂南部衛生事務組合

香　　椎 ○志免町職 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政)

日　　南 ○郵政外務 ○国家Ⅲ種(行政)

玄　　洋 九州産業大 ○海上保安(特別)

稲築志耕館 ○郵政外務

久留米商業 ○柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合(消防) 福岡県警察官Ｂ

九州産業大付属
九州産業

第一経済大 広島県警察官Ａ

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 日田市職(土木) 福岡県職(土木) 福岡県警察官Ｂ

日田林工 ○郵政外務

嘉 穂 東 ○郵政外務 ○神奈川県警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 ○北九州市職(消防) 郵政外務 国家Ⅲ種(行政) 東京消防庁(消防)

久留米商業 国家Ⅲ種(行政) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡県警察官Ｂ 筑後市職(消防) 鹿児島県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 熊本市職(現業)

*

*

玄　　界 ○徳山市職(現業) ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

久留米工業大附
属

○千葉県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ 郵政外務

日田林工 大阪府警察官Ｂ

八女工業 ○立花町職 ○郵政外務 国家Ⅲ種(土木) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 日田市職(土木) 下関市職(土木)

*

*

*
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古　　賀 郵政外務

鳥栖工業 ○鳥栖三養基地区消防組合(消防)

第　　一 ○熊本市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 西合志町職

八　　女 ○福岡県警察官Ｂ ○兵庫県警察官Ｂ ○郵政外務 熊本県警察官Ｂ 広川町職

対　　馬 九州国際大 国家Ⅲ種(郵政Ａ)

唐 津 東 ○玄海町職 国家Ⅲ種(行政) 熊本県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 郵政外務

浮羽工業 ○国家Ⅲ種(電気情報) ○特別区職(電気) ○下関市職(電気) ○国立国会図書館(電気) 大山町職

平　　戸 ○平戸市職 田平町職

大牟田北 ○郵政外務 刑務官 大阪市職

香　　椎 ○熊本県警察官Ｂ ○広島県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 熊本県警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ

大牟田商業 福岡県警察官Ｂ

光　　陵 国家Ⅲ種(行政)

福岡海星女子学
院

公務員ビジネス専門学校 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 北九州市職(中級学校事務) 春日市職 海上保安(特別)

新　　宮 ○福岡県警察官Ｂ ○神奈川県警察官Ｂ 志免町職 東京消防庁(消防)

妻 ○裁判所Ⅲ種 ○西都市職

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
久留米工業大附

属
熊本県職(現業) 大野城市職(現業)

久留米商業 愛知県警察官Ｂ

福　　島 ○黒木町職 福岡市職(地下鉄) 大牟田市職

八　　代 東京アカデミー ○熊本市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 ○刑務官 海上保安(特別) 郵政外務

八女学院 ○福岡県警察官Ｂ

鞍　　手 ○鞍手町職 福岡県職 国家Ⅲ種(行政)

香　　椎 ○名古屋市職(地下鉄) ○防衛庁Ⅲ種

福岡工業 ○防衛庁Ⅲ種

大 牟 田 ○国家Ⅲ種(土木)

鞍　　手 ○大阪府警察官Ｂ 海上保安(特別)

八女工業 ○防衛庁Ⅲ種(土木) 大川市職(土木)

香　　椎 専門学校西日本アカデミー 津屋崎町職

*

日　　田 桃山学院大 ○郵政外務 ○大阪府警察官Ａ 大山町職

八　　女 ○国家Ⅲ種(行政) ○千葉県職

嘉 穂 東 ○防衛庁Ⅲ種

久留米工業大附
属

○福岡県職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 前原市職(土木) 特別区職(土木) 愛知県警察官Ｂ

香　　椎 ○福岡市職 ○太宰府市職 ○国家Ⅲ種(行政)

大牟田北 ○大牟田市職 ○福岡県警察官Ｂ 大阪府警察官Ｂ

八女学院 国家Ⅲ種(郵政Ａ) 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○福岡県職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 郵政外務

嘉 穂 東 ○横浜市職 ○特別区職 筑紫野市職

日田三隈 杷木町職 国家Ⅲ種(行政)

福　　島 ○海上保安(特別) 国家Ⅲ種(行政) 防衛庁Ⅲ種

三　　池 日本福祉大 ○小郡市職 海上保安(特別)

山　　門 福岡県職 国家Ⅲ種(行政) 瀬高町職

須　　恵 福 岡 大 ○宇美町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○郵政外務 福岡県警察官Ａ

人　　吉 本渡市職 特別区職

壱　　岐 ○国家Ⅲ種(行政)

*

八女工業 福岡市職(電気)

南　　筑 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政) 特別区職

天　　草 ○牛深市職 ○国家Ⅲ種(行政) 熊本市職

八 幡 南 公研ゼミナール ○国家Ⅲ種(行政) ○横浜市職(消防) ○郵政外務 さいたま市職(消防) 特別区職

西日本短大附属 大分県警察官Ｂ 福岡市職(現業)

八女工業 ○福岡市職(土木) 大木町職(土木) 国家Ⅲ種(土木)

稲築志耕館 福岡県警察官Ｂ

西海学園 日田玖珠広域事務組合(消防) 川崎市職(消防) 福岡県警察官Ｂ 熊本県職(現業)

人　　吉 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 静岡県警察官Ｂ

八女工業 特別区職 植木町職

*

*

香　　椎 ○福岡県職 郵政外務

宇部中央 ○郵政外務 ○名古屋市職(地下鉄) 習志野市職

福　　島 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○京都府職(学校事務)

大　　島 ○名瀬市職 ○裁判所Ⅲ種 郵政外務 鹿児島市職(現業)

大牟田北 ○福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

*

八　　女 ○前原市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○海上保安(特別)

*

*

西 鞍 手 福岡農業大学校 千葉県警察官Ｂ

日南振徳商業 ○国家Ⅲ種(税務)
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光　　陵 ○千葉県警察官Ｂ ○東京消防庁(消防) 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

福　　島 ○特別区職

*

嘉 穂 東 ○飯塚地区消防組合(消防) ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ○郵政外務

熊本工業 ○防衛庁Ⅲ種(建築) 特別区職

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(土木) ○特別区職(土木) 福岡県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

*

香　　椎 ○国家Ⅲ種(行政) 本渡市職 熊本市職

*

八　　女 ○国家Ⅲ種(税務)

*

田　　川 福岡女学院短大 ○北九州市職(中級学校事務)

早　　良 ○愛知県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(郵政Ａ)

山　　門 ○福岡県職 海上保安(特別) 裁判所Ⅲ種 郵政外務

福　　島 福岡女学院大 城島町職

福岡西陵 福 岡 大 ○前原市職 ○郵政外務 福岡県警察官Ａ

香  　椎 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 熊本市職 裁判所Ⅲ種 新宮町職

稲築志耕館 福岡県警察官Ｂ

*

須　　恵 九州産業大 福岡県警察官Ａ

八女工業 ○福岡県職(土木) ○特別区職(土木) 大川市職(土木) 郵政外務

森 国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 玖珠町職 那珂川町職

森 ○日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) 甘木市職 九重町職

*

玄　　界 ○福岡市職(消防) 玄海町職

福　　島 ○福岡市職(地下鉄) 城島町職

浮　　羽 第一経済大 神奈川県警察官Ａ 吉井町職

西海学園 ○八千代市職[千葉]

*

*

人　　吉 ○熊本市職(現業) ○福岡県警察官Ｂ

大牟田北 ○高田町職 ○熊本市職(現業) 愛知県警察官Ｂ

コ　　ザ 大育情報ビジネス専門学校 ○沖縄市職(消防) ○郵政外務 沖縄県警察官Ｂ

久留米工業大附
属

福岡県警察官Ｂ

南　　稜 ○上村職 神奈川県警察官Ｂ 名古屋市職(地下鉄)

*

福　　島 ○福岡県職 ○郵政外務 ○海上保安(特別) 特別区職 国家Ⅲ種(行政) 北九州市職(中級学校事務) 甘木市職

嘉 穂 東 国家Ⅲ種(行政) 穂波町職

若　　松 ○防衛庁Ⅲ種 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政)

*

久 留 米 ○特別区職 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

八女工業 ○福岡市職(機械) 篠栗町職(機械)

久留米商業 ○福岡県職 ○筑紫野市職 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 筑後市職

八女工業 ○瀬高町職(土木)

香　　椎 ○千葉県警察官Ｂ

猶 興 館 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛庁Ⅲ種 平戸市職

壱　　岐 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職

新　　宮 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○福岡市職 古賀市職 郵政外務

岩　　国 ○大竹市職(消防)[広島] 中間市職(消防) 直方市職(消防)

中 津 北 川崎市職(消防) 愛知県警察官Ｂ

龍　　谷 ○国家Ⅲ種(行政) 防衛庁Ⅲ種

福　　島 福岡県警察官Ｂ

嘉 穂 東 ○名古屋市職(地下鉄) 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

香椎工業 ○福岡市職(電気) ○篠栗町職(電気) 国家Ⅲ種(電気) 東京消防庁(消防)

*

五　　島 公務員ビジネス専門学校 ○福江市職 ○防衛庁Ⅲ種 郵政外務

九州産業大付属
九州

福岡市職 裁判所Ⅲ種 前原市職 海上保安(特別)

*

八女工業 ○瀬高町職 ○福岡県職 郵政外務

明光学園 ○国家Ⅲ種(行政)

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○特別区職(土木)

*

香　　椎 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛庁Ⅲ種

山　　門 ○福岡県職 海上保安(特別) 大和町職

福　　島 ○防衛庁Ⅲ種 刑務官

玄　　界 ○名古屋市職(地下鉄) 福岡県警察官Ｂ

猶 興 館 ○防衛庁Ⅲ種

嘉 穂 東 ○衆議院Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政) 千葉県職 特別区職 下関市職

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○特別区職(土木) ○大阪市職(土木)

八 幡 南 ○福岡市職 下関市職

山　　門 福岡コミュニケーションアｰト専門学校 ○大川市外1市2町衛生組合 ○特別区職 ○防衛庁Ⅲ種 ○郵政外務
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*

香　　椎 ○大分県警察官Ｂ ○防衛庁Ⅲ種 篠栗町職

大牟田北 ○福岡県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ

九州産業大附属
九州

福岡工業大 ○郵政外務 神奈川県警察官Ａ

*

福岡女子 香蘭女子短大 ○さいたま市職(現業)

*

北　　筑 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県職 郵政外務 神奈川県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

直　　方 ○防衛庁Ⅲ種 郵政外務 飯塚市職(現業)

三池工業 愛知県警察官Ｂ

宗　　像 北九州大 ○鞍手町職 ○城島町職 ○直川村職 郵政外務 玄海町職 嘉穂南部衛生組合

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
筑紫女学園 筑紫女学園短大 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○筑紫野市職(保育) 藤沢市職(保育) 郵政外務

福　　島 中 京 大 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

新　　宮 ○国家Ⅲ種(行政) ○福岡市職(消防) 古賀市職 福岡県警察官Ｂ 郵政外務

城　　南 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政)

明　　善 ○航空保安 三橋町職

水　　俣 久留米大 ○郵政外務 芦北町職

日南振徳商業 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛庁Ⅲ種 愛知県警察官Ｂ

福　　島 ○小郡市職 湯布院町職 福岡県警察官Ｂ

中津工業 ○築城町職

福　　島 ○海上保安 郵政外務 山口県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

山　　門 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 鳥栖市職 大牟田市職 福岡県婦人警察官

大　　島 公務員ビジネス専門学校 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 鹿児島県職

八　　女 ○別府市職 ○鹿児島市職 ○特別区職 ○郵政外務 ○福岡県婦人警察官 上津江村職

久留米工業大附
属

○福岡県職(土木) 国家Ⅲ種(土木)

新　　宮 近 畿 大 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○郵政外務

日　　田 ○上甑村職 ○耶馬渓町職 ○国家Ⅲ種(行政)

福岡西陵 関西学院大 ○前原市職 ○郵政外務

大牟田北 ○郵政外務 菊水町職 大阪府警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

久留米工業大附
属

日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) 福岡県警察官Ｂ

嘉　　穂 ○福岡市職 ○特別区職 ○国家Ⅲ種(行政) 筑紫野市職 郵政外務 大阪府警察官Ｂ

久留米工業大附
属

公務員ビジネス専門学校 福岡市職(現業) 熊本市職(現業) 神奈川県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

久留米高専 公務員ビジネス専門学校 ○北九州市職(中級学校事務) ○福岡市職 夜須町職 特別区職 郵政外務 海上保安(特別)

八　　女 福 岡 大 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

福岡商業 ○郵政外務

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 福岡県職(土木) 福岡県警察官Ｂ

大牟田北 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 ○滋賀県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

八　　女 姫路独協大 鳥栖市職 広川町職

山　　門 福岡女子短大 矢部村職 郵政外務

久留米商業 ○佐賀県職 ○郵政外務

<大学入試検定> ○郵政外務

嘉　　穂 奈 良 大 ○直方市職 ○郵政外務 海上保安(特別) 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 福岡県警察官Ａ

嘉 穂 東 ○北九州市職(中級学校事務) 郵政外務

新　　宮 九州女子短大 ○福岡市職 国家Ⅲ種(郵政Ａ) 郵政外務 新宮町職 竹田市職 直方市職 福岡市職(地下鉄)

九州産業大附属
九州

麻生工科専門学校 ○穂波町職(土木)

香　　椎 ○福岡市職(地下鉄) 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

三　　瀦 ○防衛庁Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 小郡市職 海上保安(特別) 福岡県警察官Ｂ

大牟田北 ○郵政外務

八女工業 ○福岡市職(土木) 国家Ⅲ種(土木) 春日那珂川水道企業団(土木) 志摩町職(土木)

玄　　界 ○郵政外務 ○福岡県警察官Ｂ

常　　磐 公務員ビジネス専門学校 ○郵政外務 刑務官 福岡県警察官Ｂ

八　　代 東京アカデミー 郵政外務

森 ○郵政外務 玖珠町職 福岡県警察官Ｂ

人　　吉 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 人吉市職

東 松 浦 野津町職 志摩町職(現業) 生月町職

山　　門 ○福岡市職(地下鉄) 瀬高町外２ヶ町衛生組合 日出町職 郵政外務 海上保安(特別)

*

球磨商業 ○人吉市職 国家Ⅲ種(行政)

三池工業 ○大川市職(消防) 福岡県警察官Ｂ

福　　島 ○大牟田市職 三橋町職

久留米商業 郵政外務

八　　女 ○八女地区消防組合(消防) ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

*

新　　宮 衆議院Ⅲ種 郵政外務 海上保安(特別)

福岡商業 裁判所Ⅲ種 国家Ⅲ種(行政) 玄海町職 郵政外務

福　　島 大阪市職 玄海町職 郵政外務 福岡県警察官Ｂ

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 北九州市職(土木) 郵政外務

■2000年度学生■
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山　　門 郵政外務

八 幡 南 ○北九州市職 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

大牟田北 郵政外務

香　　椎 第一経済大 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○須恵町職 ○郵政外務

南　　稜 ○大阪府警察官Ｂ

小林商業 ○特別区職

嘉 穂 東 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政) 稲築町職 郵政外務

香　　椎 ○防衛庁Ⅲ種 ○福岡県婦人警察官 郵政外務

*

*

大牟田北 ○郵政外務 国家Ⅲ種(税務) 長洲町職

山　　門 ○福岡県職(学校事務) ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 瀬高町外２ヶ町衛生組合 郵政外務

平　　戸 ○大阪市職 ○郵政外務

*

飯　　塚 ○糸田町職 福岡県警察官Ｂ

益田産業 ○郵政外務

福岡西陵 ○福岡市職 ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ

小　　林 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 立花町職 郵政外務

福岡商業 ○国家Ⅲ種(税務) ○防衛庁Ⅲ種 ○郵政外務 那珂川町職

八女工業 福岡市職(土木) 城島町職(土木) 国家Ⅲ種(土木) 生月町職

嘉　　穂 久留米大 福岡市職(上級消防) 糸田町職 筑紫野太宰府消防組合(消防) 福岡県警察官Ａ 海上保安(特別)

三　　瀦 ○有明広域行政事務組合(消防) ○東京消防庁(消防) ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務福岡県警察官Ｂ

嘉 穂 東 公務員ビジネス専門学校 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 筑穂町職 郵政外務

有明高専 ○福岡市職 郵政外務

三池工業 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

早　　良 ○福岡市職(消防) ○郵政外務 山口小郡消防組合(消防)

大　　島 鹿児島県警(書記) 名瀬市職

*

八女工業 ○福岡県職(土木) ○国家Ⅲ種(土木) 新宮町職(土木)

唐津工業 ○郵政外務 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県警察官Ｂ 呼子町職

久留米商業 ○海上保安(特別) ○福岡県警察官Ｂ 郵政外務 大刀洗町職 東京消防庁(消防)

久留米工業大附
属

○特別区職(土木)

福　　島 三加和町職 郵政外務

山　　門 ○福岡県職(警察事務) ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

田　　川 福岡女学院短大 ○糸田町職

福　　島 福岡県警察官Ｂ

新　　宮 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 海上保安(特別)

大牟田商業 ○国家Ⅲ種(行政)

八 幡 南 ○北九州市職 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 中間市職

札幌経済 ○福岡市職(現業) ○熊本市職(現業) ○郵政外務 熊本県職(現業)

嘉　　穂 長 崎 大
○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○稲築町職 ○郵政外務 東京消防庁(消防) 飯塚地区消防組合(消防) 海上保安(特別) 福岡県警
察官Ｂ

大牟田北 ○国家Ⅲ種(行政) 熊本市職 特別区職 鹿本町職 郵政外務

森 ○福岡県警察官Ｂ ○大阪府警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 川崎市職(消防) 東京消防庁(消防)

八　　女 ○久留米市職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務 広川町職 福岡県婦人警察官

有明高専 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政)

西海学園 福岡県警察官Ｂ 防府市職(消防) 川崎市職(消防)

御　　船 ○滋賀県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

柳　　川 日田玖珠広域市町村圏事務組合(消防) 国家Ⅲ種(行政) 山口小郡消防組合(消防) 滋賀県警察官Ｂ

三　　池 ○郵政外務 高田町職

久留米商業 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

柏　　陵 郵政外務

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(土木) ○名古屋市職(土木) ○郵政外務 穂波町職(土木)

嘉 穂 東 専門学校麻生外語観光カレッジ ○郵政外務

森 大阪市職 九重町職 兵庫県警察官Ｂ

博多工業 福岡県警察官Ｂ 鹿児島市職(消防)

嘉 穂 東 西南女学院短大 糸田町職 郵政外務

八 幡 西 ○若宮町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 方城町職 糸田町職 福岡県警察官Ｂ

新　　宮 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 宇美町職

大牟田北 ○福岡市職(地下鉄) ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 福岡市職 三橋町職 海上保安(特別)

福　　島 郵政外務

八　　女 郵政外務 矢部村職

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 福岡市職(土木)

山　　門 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

水　　俣 ○福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(行政) 水俣芦北広域消防組合(消防)

*

久 留 米 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政)

上 対 馬 郵政外務 宇佐市職(現業)

筑　　前 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 福岡県警察官Ｂ

唐津商業 ○鳥栖市職 ○大阪市職 郵政外務 佐賀県警察官Ｂ
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伊万里商業 ○国家Ⅲ種(行政) 福岡県警察官Ｂ

奈　　留 ○郵政外務 名古屋市職(地下鉄)

九州産業大附属
九州

公務員ビジネス専門学校 ○福岡県警察官Ｂ

嘉　　穂 ○裁判所Ⅲ種 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

八女工業 ○瀬高町職(土木) 福岡県職(土木) 国家Ⅲ種(土木) 郵政外務

柳　　川 朝日公務員学院 ○大牟田市職 郵政外務 三橋町職

久留米商業 福岡県婦人警察官 郵政外務

九州産業大附属
九州産業

○福岡県警察官Ｂ 郵政外務

佐世保商業 ○大村市職 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 佐世保市職(消防) 郵政外務

八女工業 ○国家Ⅲ種(土木) 裁判所Ⅲ種 福岡市職(土木) 大和町職(土木) 郵政外務 大阪府警察官Ｂ

出身高校 左記以外の学歴 合格職種

大牟田北 ○瀬高町他二町消防組合(消防) ○福岡県警察官Ｂ

伝 習 館 ○大阪市職 国家Ⅲ種(税務) 裁判所Ⅲ種 特別区職 海上保安(特別)

八幡中央 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

*

玄　　界 ○福岡市職(現業) 防衛庁Ⅲ種

東　　鷹 ○防衛庁Ⅲ種 香春町職 赤村職

五    島 ○福岡市職 ○特別区職 ○国家Ⅲ種(行政) 衆議院Ⅲ種 福江市職

姫 路 東 大阪教育大 ○福崎町職[兵庫] ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

*

嘉　　穂 長崎県立大 ○嘉穂町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 入国警備官

*

*

高 千 穂 公務員ビジネス専門学校 ○郵政外務 海上保安(特別)

山　　門 福岡市職

コ　　ザ ○沖縄市職 ○国家Ⅲ種(行政) 沖縄県職

日田三隈 日田市職 大野城市職

伊万里商業 愛知県警察官Ｂ

猶 興 館 千葉県警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(行政)

粕　　屋 ○刑務官 ○福岡県警察官Ｂ 東京消防庁(消防) 粕屋北部消防組合(消防)

八　　女 ○大阪市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 大野城市職 郵政外務

日田林工 日田市職 玖珠町職 宇美町職 大阪府警察官Ｂ

小　　林 ○高原町職

福岡西陵 福 岡 大 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務 ○海上保安(特別) 那珂川町職

久留米商業 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 北野町職 郵政外務

*

博多女子 ○竹田市職 ○福岡市職(現業) 波野町職

対    馬 ○厳原町職 ○大阪市職 ○福岡県警察官Ｂ

久留米商業 福岡市職

*

八　　女 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 福岡市職

*

香　　椎 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政)

博多工業 福岡県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ 東京消防庁(消防)

*

嘉穂東 ○郵政外務 庄内町職

大　　島 公務員ビジネス専門学校 ○鹿児島市職(現業)

八　　代 ○国家Ⅲ種(行政) 熊本県職 郵政外務 海上保安(特別)

小　　林 ○えびの市職

久留米商業 ○鳥栖市職 ○海上保安

八女 ○国家Ⅲ種(行政)

筑　　前 ○海上保安(特別) 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務 福岡県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

筑紫中央 ○福岡市職 大牟田市職 郵政外務 福岡市職(地下鉄)

山　　門 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種

久留米工業大附
属

○福岡県職(土木) ○郵政外務 国家Ⅲ種(土木)

八幡中央 ○福岡市職

*

鞍  　手 ○小竹町職 刑務官 福岡県警察官Ｂ

*

唐津商業 ○鹿児島市職(現業) 福岡市職(現業)

日田三隈 ○日田市職 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 防衛庁Ⅲ種 特別区職 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○福岡市職 黒木町職

東海大第五 ○福岡県警察官Ｂ ○神奈川県警察官Ｂ 千葉県警察官Ｂ

*

福岡西陵 ○郵政外務

香　　椎 公務員ビジネス専門学校 熊本県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

■1999年度学生■
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山    門 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

天　　草 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

<大学入試検定> ○国家Ⅲ種(行政) 福岡市職 前原市職

嘉穂東 ○大阪市職

五　　島 ○福江市職

久留米商業 ○久留米市職 特別区職 玖珠町職

日　　田 九州国際大 ○日田市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○海上保安(特別) 姫路市職(大卒) 郵政外務

中津北 ○特別区職 豊津町職

久留米工業大附
属

○穂波町職(土木) 国家Ⅲ種(土木)

香　　椎 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(税務) 裁判所Ⅲ種

森 ○大阪府警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

嘉 穂 東 ○福岡市職 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政) 海上保安(特別) 頴田町職

*

東 松 浦 ○国見町職[長崎]

*

西海学園 ○警視庁警察官Ｂ

*

*

*

大牟田北 ○郵政外務 ○広島県警察官Ｂ

氷　　川 ○国家Ⅲ種(税務) 泉村職

三　　潴 公務員ビジネス専門学校 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 刑務官

八女工業 公務員ビジネス専門学校 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 大牟田市職 城島町職

福　　島 ○福岡県警察官Ｂ ○海上保安 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 山口県警察官Ｂ

福岡商業
○北九州市職(消防) ○那珂川町職 ○国家Ⅲ種(行政) ○海上保安(特別) ○郵政外務 春日那珂川大野城消防組合(消
防) 福岡県警察官Ｂ

*

大　　島 ○宇検村職 千葉県警察官Ｂ

諌早農業 ○国家Ⅲ種(土木) 長崎県職(土木) 小浜町職 郵政外務 長崎県警察官Ｂ

嘉穂 ○福岡県警察官Ｂ

山　　門 ○大和町職 刑務官

*

九州産業大附属
九州産業

愛知県警察官Ｂ 大阪府警察官Ｂ

八　　女 ○福岡市職 立花町職 特別区職

鞍　　手 福岡市職 裁判所Ⅲ種 郵政外務

猶 興 館 ○国家Ⅲ種(行政) 平戸市職 田平町職 福岡県警察官Ｂ

嘉　　穂 福岡市職 国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 郵政外務 刑務官 福岡県警察官Ｂ

*

九州産業大附属
九州

○郵政外務

荒　　尾 南関町職

香　　椎 ○福岡県警察官Ｂ ○郵政外務

八　　女 大阪市職

*

*

久 留 米 ○上陽町職 大牟田市職 福岡市職(現業) 名古屋市職(地下鉄)

嘉　　穂 長崎県立大 ○飯塚地区消防組合(消防)

大牟田北 ○海上保安(特別)

福岡商業 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 裁判所Ⅲ種 福岡市職(地下鉄)

日　　田 ○山国町職

福　　島 黒木町職

*

嘉　　穂 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 裁判所Ⅲ種

香　　椎 ○福岡市職(現業) ○郵政外務

*

壱　　岐 ○鳥栖市職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

久留米工業大附
属

福岡県警察官Ｂ

小　　林 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 郵政外務

春　　日 ○福岡市職(地下鉄) ○刑務官 名古屋市職 鹿屋市職 福岡県警察官Ｂ 警視庁警察官Ｂ

鞍　　手 ○小竹町職 福岡市職 郵政外務

大 牟 田 ○郵政外務

福岡工業 ○国家Ⅲ種(土木) ○郵政外務 福岡市職(土木) 前原市職(土木)

大牟田商業 ○郵政外務 大牟田市職(現業)

山　　門 柳川市三橋町大和町消防組合(事務)

＊

玄　　界 熊本総合医療福祉専門学校 ○海上保安(特別) 春日大野城那珂川消防組合(消防) 宇部市職(消防)

＊

直　　方 ホンダ関西自動車整備専門学校 ○玄海町職(現業) 長崎県職(現業) 佐賀県職(現業)

＊
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出身高校 左記以外の学歴 合格職種
猶 興 館 ○長崎県職 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務

香    椎 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

南　　筑 福岡市職(現業)

＊

森 九重町職

戸    畑 ○北九州市職(中級学校事務)

嘉 穂 東 国家Ⅲ種(税務) 犀川町職 刑務官

小　　林 ○えびの市職 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政外務 宮崎県職

嘉 穂 東 公務員ビジネス専門学校 ○福岡市職 ○筑穂町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務 刑務官 福岡県婦人警察官

福　　島 郵政外務

松    浦 ○長崎県職 郵政外務

第　　一 ○福岡市職 ○東京都職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 浜玉町職 海上保安(特別)

香    椎 ○福岡市職 裁判所Ⅲ種 福間町職 福岡市職(地下鉄)

山    門 郵政外務

久留米工業大附
属

○福岡県南広域消防組合(消防) ○東京都職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 刑務官

嘉 穂 東 公務員ビジネス専門学校 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

春　　日 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

香    椎 ○福岡市職 裁判所Ⅲ種

久留米学園 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

＊

福岡西陵 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 前原市職 郵政外務

筑 紫 台 ○宇美町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務 ○刑務官 海上保安

博    多 ○筑紫野市職 ○東京都職 大阪市職 大瀬戸町職

八    女 ○福岡市職(地下鉄) ○国家Ⅲ種(行政) 東京都職

大牟田北 佐賀県職(現業) 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務

長崎北陽台 ○大村市職 ○海上保安 国家Ⅲ種(行政)

早    良 国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

＊

久留米商業 国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

福    島 ○福岡県職 城島町職

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

臼    杵 ○杵築市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 入国警備官 大分県警察官Ｂ

大    分 ○郵政外務

東 松 浦 ○福岡市職

小    林 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) えびの市職

久 留 米 山川町職

天    草 ○福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 松島町職 郵政外務

大牟田北 ○郵政外務

大牟田北 ○大阪市職 吉井町職(現業)

小    林 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 小林市職 郵政外務

福島 ○福岡市職 筑後市職

九州女子 福岡女学院短大 ○福岡市職 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務

福岡西陵 ○福岡市職 ○大野城市職 ○刑務官 国家Ⅲ種(税務) 郵政外務

＊

鹿    本 ○菊鹿町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務 ○福岡県警察官Ｂ

壱岐 北波多村職(現業)

日田三隈 ○大津市職

＊

山    門 ○瀬高町職 ○国家Ⅲ種(税務)

八　　女 公務員ビジネス専門学校 ○三輪町職

山    門 ○高田町職 ○東京都職 ○国家Ⅲ種(行政) 山川町職

五　　島 大阪法律専門学校 ○大阪市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 大阪府警察官Ｂ 山口県警察官Ｂ

福岡西陵 新宮町職 志摩町職 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

森 ○郵政外務

玄    界 郵政外務

福    島 ○郵政外務 筑紫野市職 海上保安(特別)

＊

九州産業大附属
九州

福岡県警察官Ｂ

大牟田北 ○高田町職 ○国家Ⅲ種(行政)

山    門 ○山川町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

久 留 米 ○大阪市職 海上保安(特別)

大牟田北 ○大牟田市職(消防) ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

日田林工 ○上津江村職

八    女 三橋町職 立花町職 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

苓    明 ○郵政外務 苓北町職 大阪府警察官Ｂ

文    徳 ○国家Ⅲ種(行政) ○防衛庁Ⅲ種 ○刑務官 神奈川県警察官Ｂ

常    磐 犀川町職 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 裁判所Ⅲ種 郵政外務

小    林 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 小林市職 黒木町職 郵政外務
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佐世保北 西日本短大 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

佐世保商業 郵政外務

北松農業 郵政外務
佐伯鶴城宇目分

校
○大分県警察官Ｂ ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○裁判所Ⅲ種 ○郵政外務 海上保安(特別) 宇目町職

＊

猶 興 館 公務員ビジネス専門学校 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 江迎町職

福　　島 佐賀短大 ○郵政外務

福岡雙葉 福岡女学院短大 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 北九州市職(中級学校事務)  前原市職 郵政外務

杵島商業 郵政外務 芦刈町職

八    女 ○筑後市職(消防) ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種 ○郵政外務 東京消防庁(消防) 海上保安(特別) 福岡県警察官Ｂ

九州産業大附属
九州

○福岡県警察官Ｂ 福間町職

福岡西陵 ○国家Ⅲ種(税務) ○東京都職 ○郵政外務

大    島 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

嘉    穂 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 国家Ⅲ種(税務) 郵政外務  海上保安(特別)

山    門 ○山川町職 ○郵政外務 ○刑務官 福岡県警察官Ｂ

玄    界 ○国家Ⅲ種(行政) ○特別区職 ○大阪市職 ○郵政外務

八    女 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 三橋町職 郵政外務

日田三隈 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 三輪町職

久留米工業大附
属

○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務 福岡県警察官Ｂ

朝　　倉 九州女子短大 ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種 郵政外務 甘木朝倉広域事務組合

香    椎 ○福岡市職(消防) ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務   中間市職(消防)

唐津商業 ○唐津市職(現業) 郵政外務

森 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 湯布院町職 郵政外務

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
＊ 　

玄  　界 　 ○郵政外務

福　　島 　 ○大阪市職 福岡県警察官Ｂ

＊ 　

＊ 　

＊ 　

＊ 　

水　　俣 　 ○水俣市職

＊ 　

＊ 　

＊ 　

壱　　岐 　 志免町職 福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

＊ 　

筑 紫 台 　 刑務官

＊ 　

＊ 　

立花 　 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務

糸　　島 公務員ビジネス専門学校 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

小　　林 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

対　　馬 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

五　　島 ○大阪市職

福　　島 ○国家Ⅲ種(行政)

日田三隈 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 刑務官

福　　島 星野村職

＊ 　

新　　宮 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種 海上保安(特別) 新宮町職

福岡中央 公務員ビジネス専門学校 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種 那珂川町職

壱　　岐 ○久留米市職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務
久留米工業大附

属
○郵政外務

福岡西陵 ○国家Ⅲ種(行政)

山　　門 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 三橋町職

香　　椎 ○国家Ⅲ種(行政) 新宮町職

福　　島 ○小石原村職 ○星野村職 国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 刑務官

西　　陵 筑紫女学園短大 ○福岡県婦人警察官

藤　　蔭 ○上陽町職 大阪市職

八  　女 ○国家Ⅲ種(行政) ○東京都職 大阪市職

八　　女 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政)

九州産業大附属
九州

福岡市職(現業)

＊ 　

久留米工業大附
属

○大阪市職 ○郵政外務

玄　　界 九州産業大 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 刑務官

嘉　　穂 ○福岡県警察官Ｂ 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 刑務官

五　　島 ○郵政外務
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久留米工業大附
属

○海上保安(特別)

＊ 　

壱　　岐 大刀洗町職(現業)

朝 倉 東 福岡女子短大 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○防衛庁Ⅲ種 ○刑務官

唐津商業 ○国家Ⅲ種(行政) 刑務官

筑紫女学園 公務員ビジネス専門学校 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

＊ 　

水俣 ○大村市職 郵政外務

嘉 穂 東 福岡女学院大 川崎町職 刑務官

福　　島 ○熊本県職 ○国家Ⅲ種(税務) 三輪町職 福岡市職(地下鉄) 福岡県警察官Ｂ

八　　女 ○福岡県職 ○夜須町職 ○国家Ⅲ種(行政)

常　　磐 北九州市職 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務

新　　宮 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務 海上保安(特別)

小　　林 郵政外務

＊ 　

三　　池 星野村職

福　　島 ○福岡市職 城島町職 上陽町職 郵政外務

山　　門 ○福岡県職 山川町職 郵政外務

八　　女 ○福岡県職 国家Ⅲ種(行政) 刑務官

＊ 　

猶 興 館 ○国家Ⅲ種(行政) 長崎県職 長崎県警察官Ｂ

小　　林 ○小林市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種 えびの市職

香　　椎 ○国家Ⅲ種(行政) ○大阪市職 郵政外務

＊ 　

唐 津 東 ○北波多村職 ○大阪市職 ○国家Ⅲ種(行政)

久留米工業大附
属

○愛知県警察官Ｂ ○大阪府警察官Ｂ

五　　島 ○郵政外務 ○大阪府警察官Ｂ 長崎県警察官Ｂ

福岡西陵 志摩町職(現業) 海上保安(特別)

唐 津 東 ○唐津･東松浦広域市町村圏組合(消防) ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政)

嘉穂東 ○国家Ⅲ種(行政)

香　　椎 ○宇美町職 刑務官

日南振徳商業 愛知県警察官Ｂ

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
＊

宇美商業 ○郵政外務 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 宇美町職

久留米工業大附
属

○郵政外務 海上保安(特別) 神奈川県警察官Ｂ

＊

西海学園 ○郵政外務 警視庁警察官Ｂ

久留米工業大附
属

○久留米市職(現業) 刑務官

苓　　明 ○筑紫野太宰府消防組合(消防) ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○海上保安

藤　　陰 杷木町職

久留米工業大附
属

郵政外務

久留米工業大附
属

筑後市職(土木) 特別区職

久留米工業大附
属

○福岡県職(土木)

福　　島 ○海上保安(特別)

筑陽学園 ○郵政外務

＊

熊本工大 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

＊

久留米工業大附
属

郵政外務

久留米工業大附
属

○郵政外務

＊

久留米工業大附
属

○郵政外務

福岡工業大附属 ○郵政外務 警視庁警察官Ｂ 神奈川県警察官Ｂ

久留米工業大附
属

○郵政外務

＊

福　　島 ○上陽町職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

小　　林 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 海上保安(特別)

福　  島 ○国家Ⅲ種(行政) 海上保安

福  　島 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○上陽町職 ○海上保安

九州産業大附属
九州

中村学園短大 ○甘木市職(保母) 国家Ⅲ種(行政) 郵政外務 福岡市職(保母) 日田市職(保母) 福間町職(保母)

山　　門 ○国家Ⅲ種(行政) 山川町職 裁判所Ⅲ種 郵政外務     海上保安(特別)

香　　椎 ○福岡市職 新宮町職 郵政外務 海上保安(特別)

山　　門 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○大阪市職 海上保安(特別)
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福　　島 ○郵政外務 国家Ⅲ種(税務)

三  　瀦 ○京都市職(消防) 郵政外務

福  　島 ○郵政外務

山　  門 郵政外務

北  　筑 岡垣町職

福岡商業 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 特別区職 郵政外務 海上保安(特別)

藤　　蔭 志摩町職 国家Ⅲ種(郵政Ａ) 特別区職

佐世保西 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○大阪市職

＊

久留米工業大附
属

○福岡県職(土木)

九州産業大附属
九州

○郵政外務 ○海上保安

山　　門 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政) 郵政外務

山　　門 ○福岡県職 国家Ⅲ種(郵政Ａ) 海上保安(特別)

福　　島 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○大阪市職 特別区職 北野町職  郵政外務

小　　林 ○郵政外務 小林市職 国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種

玄　　洋 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○郵政外務

壱　　岐 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種 郵政外務

福岡大附属大濠 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

宗　　像 九州産業大 ○福岡県警察官Ａ ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務 海上保安(特別)

嘉　　穂 福岡女子短大 ○北九州市職

久留米工業大附
属

国家Ⅲ種(行政)

球磨商業 ○熊本県職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 裁判所速記官

小　　郡 梅花短大 ○星野村職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 裁判所Ⅲ種 郵政外務

山　　門 瀬高町職 広川町職

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
＊

＊

西海学園 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務 ○名古屋市職(消防)  波佐見町職

＊

＊

＊

＊

＊

＊

福岡商業 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○大阪市職 二丈町職

久留米工業大附
属

黒木町職(土木)

＊

＊

三　　重 ○三重町職 ○郵政外務

＊

＊

＊

伊万里商業 郵政外務

小　　郡 梅花短大 大阪府職

＊

八 幡 西 ○宗像地区消防組合(消防) 郵政外務

＊

三  　井 ○国家Ⅲ種(税務) ○郵政外務 ○海上保安(特別) ○福岡県警察官Ｂ

三  　瀦 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

森 ○国家Ⅲ種(行政) 大阪府警察官Ｂ

山　　門 ○国家Ⅲ種(行政) 裁判所Ⅲ種

＊

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(税務) ○郵政外務 海上保安

久 留 米 ○国家Ⅲ種(行政)  海上保安(特別)

福岡商業 田平町職

鎮西敬愛 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

大　　濠 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○郵政外務 裁判所Ⅲ種

香  　椎 ○国家Ⅲ種(行政) 嘉穂町職 海上保安(特別)

矢　　部 ○矢部村職

伊万里商業 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

須  　恵 ○志免町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

伝 習 館 久留米大 ○郵政外務

＊

福　　島 ○福岡県警察官Ｂ ○国家Ⅲ種(行政) 防衛庁Ⅲ種 大阪府警察官Ｂ

西海学園 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

神　  埼 ○三瀬村職 ○郵政外務 警視庁警察官Ｂ

小  　林 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○裁判所Ⅲ種 ○郵政外務
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＊

安 心 院 ○安心院町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 太宰府市職

太 宰 府 ○郵政外務 ○海上保安 春日大野城消防組合(消防)

太 宰 府 福岡工業大 ○太宰府市職 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 三輪町職

＊

唐 津 東 ○大阪市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 厳木町職

＊

伝 習 館 福岡女子短大 ○城島町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

人　　吉 国家Ⅲ種(郵政Ｂ)

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務 須恵町職

福岡商業 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政外務 春日那珂川水道企業団

福岡商業 ○福岡市職 ○二丈町職 国家Ⅲ種(行政)

博多工業 ○運輸省技官(機械)

三　　瀦 北九州市職(消防) 鳥栖三養基地区消防組合(消防) 臼杵市職(消防) 海上保安

竹 　 田 臼杵市職

久留米工業大附
属

郵政外務

富  　島 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務

東 福 岡 福 岡 大 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務

春　　日 福岡工業大 ○那珂川町職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○入国警備官 黒木町職

小　　林 ○国家Ⅲ種(税務) 人吉市職

福岡商業 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ)

＊

川    辺 ○加世田市職 ○郵政外務 国家Ⅲ種(行政)

 　森 ○郵政外務 三光村職 国家Ⅲ種(行政)

三　  瀦 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 大阪府警察官Ｂ

佐 賀 北 ○国家Ⅲ種(行政) ○裁判所Ⅲ種 海上保安(特別)

唐 津 東 ○福岡県職 唐津市職 国家Ⅲ種(行政)

佐賀商業 ○神奈川県警察官Ｂ

中村学園女子 ○海上保安(特別)

香　  椎 ○国家Ⅲ種(行政) 須恵町職 郵政外務

人　  吉 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) ○郵政外務 那珂川町職

山　　門 ○国家Ⅲ種(行政) 瀬高町職

日  　南 ○国家Ⅲ種(行政) ○郵政外務 日南市職 北郷町職

九州国際大附属 宮田町職(現業)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
香　  椎 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 海上保安

杉森女子 大木町職(現業)

＊

＊

福　　島 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

朝 倉 東 三輪町職

筑 紫 台 ○宇美町職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

唐 津 東 ○福岡市職 熊本市職

＊

三　　瀦 ○福岡市職 ○郵政外務

日田三隈 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 郵政外務

＊

朝　　倉 福 岡 大 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○入国警備官 ○刑務官 郵政外務  福岡県警察官Ａ

臼　　杵 ○大阪市職 ○郵政外務

鞍　　手 ○直方市職 ○鞍手町職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 郵政外務

＊

佐 賀 北 ○福岡市職

嘉 穂 東 折尾女子経済短大 ○嘉穂町職

＊

久留米工業大附
属

○福岡市職(土木) ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

有馬商業 ○大阪市職 高来町職

＊

佐 賀 西 ○福岡市職(現業) 裁判所Ⅲ種 海上保安 佐賀県職(現業)

嘉 穂 東 活水女子短大 ○福岡市職 ○北九州市職(中級) ○飯塚市職(甲種)

玄　　洋 福岡県警察官Ｂ

立　　花 ○北九州市職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 郵政外務

＊

安 心 院 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

筑　　前 ○福岡市職 前原町職

三　　井 福岡県警察官Ｂ

＊
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＊

佐賀学園 大阪府警察官Ｂ

＊

唐 津 東 ○福岡市職 北波多村職

筑 紫 台 ○宇美町職 ○粕屋南部消防組合(消防)

高　　田 ○高田地域消防組合(消防)

日田三隈 臼杵市職(消防)

＊

稲　　築 嘉穂町職

＊

浮　　羽 ○北九州市職(消防) 吉井町職

嘉 穂 東 赤池町職

＊

大牟田北 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

＊

＊

朝倉東 郵政外務

＊

＊

佐 賀 北 大和町職

福　　島 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 裁判所Ⅲ種 郵政外務

東 福 岡 ○長崎県警察官Ｂ 警視庁警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

朝　　倉 福 岡 大 ○福岡県警察官Ａ 筑紫野市職

＊

＊

＊

糸    島 神奈川県警察官Ｂ

森 福岡工業大 ○玖珠町職

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
＊

日田三隈 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

佐賀学園 佐賀郡消防事務組合(消防) 大阪府警察官Ｂ
久留米工業大附

属
○立花町職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 筑紫野市職

中津工業 ○郵政外務

日田三隈 ○中津江村職 郵政外務

東 福 岡 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 名古屋市職(消防)

大 牟 田 ○福岡市職(現業) ○郵政外務 大牟田市職(消防)

稲　　築 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 桂川町職

糸　　島 ○福岡市職(消防)

福岡商業 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 福岡市職 入国警備官

山　　田 ○嘉穂町職

枕　　崎 ○鹿児島市職(消防)

博多女子 ○久山町職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

＊

大 分 東 ○大分県警察官Ｂ

朝　　倉 ○筑紫野市職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 海上保安(特別)

立　　花 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 郵政外務

玄　　界 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 古賀町職

筑陽学園 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 裁判所Ⅲ種 郵政外務 海上保安(特別)

佐 賀 西 ○郵政外務 海上保安(特別)

福岡商業 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 小郡市職 海上保安(特別)

鹿島実業 ○佐賀県警察官Ｂ ○福岡市職(現業)

中津工業 ○中津下毛地域消防組合(消防) 国家Ⅲ種(行政Ｂ)

＊

＊

杵島商業 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
福岡舞鶴 ○福岡市職(消防) ○国家Ⅲ種(行政Ａ) 刑務官

嘉 穂 東 ○嘉穂町職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○郵政外務 海上保安(特別) 福岡市職(消防)

博多女子 海上保安(特別)

＊

日田三隈 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 大分県職 甘木市職 大分市職(現業) 海上保安(特別)

博多女子 ○志免町職 国家Ⅲ種(行政Ｂ) 海上保安(特別)

日田三隈 ○大阪市職 長崎県交通巡視員 千葉県交通巡視員

枕　　崎 ○鹿児島市職 鹿児島県警察官Ｂ

＊

＊

＊
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＊

薩南工業 ○福岡市職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 裁判所Ⅲ種 郵政外務

久留米工業大附
属

○国家Ⅲ種(行政Ｂ)

＊

八代 ○福岡市職 郵政外務

鹿児島実業 ○郵政外務

糸　　島 ○福岡県警察官Ｂ 刑務官

春　　日 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 福岡市職(消防) 福岡県警察官Ｂ

三　　井 ○太宰府市職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○郵政外務 甘木市職 海上保安(特別)

＊

佐世保北 西日本短大 ○福岡市職 国家Ⅲ種(行政Ｂ) 郵政外務 海上保安(特別)

＊

嘉　　穂 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○志免町職 大阪市職 海上保安(特別)

枕　　崎 鹿屋体育大 裁判所Ⅲ種 宮崎県交通巡視員

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
福岡舞鶴 国家Ⅲ種(行政Ｂ)

東海大学工業 ○郵政外務 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 長崎県警察官Ｂ 愛知県警察官Ｂ

山　　田 ○嘉穂町職(現業)

八 代 南 ○防衛庁Ⅲ種 ○海上保安(特別) ○大阪府警察官Ｂ

大 牟 田 大牟田市職(現業)

博　　多 ○久山町職 ○須恵町職 海上保安(特別)

海　　星 西日本短大 ○福岡市職(地下鉄)

枕　　崎
○福岡市職(地下鉄) ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○鹿児島県職  ○鹿児島市職 ○郵政内務 郵政外務 刑務官 鹿児島県警察
官Ｂ

＊

山　　田 ○北九州市職(消防) ○郵政外務 飯塚地区消防組合(消防)

沖縄尚学 ○裁判所Ⅲ種 ○防衛庁Ⅲ種 ○郵政内務 ○沖縄県婦人警察官Ｂ 海上保安(特別)

玄　　洋 ○福岡市職 ○裁判所Ⅲ種 海上保安(特別)

海　　星 西日本短大 ○福岡市職(地下鉄) ○郵政内務 ○海上保安(特別) 防衛庁Ⅲ種 刑務官

小　　城 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 海上保安(特別) 警視庁警察官Ｂ 福岡市職(地下鉄)

八　　代 ○熊本県職 ○国家Ⅲ種(郵政Ｂ) ○郵政外務 春日市職  海上保安(特別)

東 福 岡 ○福岡市職(消防) ○福岡市職(地下鉄) 国家Ⅲ種(郵政Ｂ) 郵政内務 春日大野城消防組合(消防)

西日本短大附属 ○広川町職(現業) 佐賀県職(現業) 久留米市職(現業)

五　　島 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○郵政内務 長崎市職 福江市職 郵政外務

出身高校 左記以外の学歴 合格職種
枕　　崎 ○鹿児島県職 ○鹿児島市職 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 枕崎市職

＊

枕　　崎 ○枕崎市職 ○郵政外務 海上保安(特別) 鹿児島県職 鹿児島県警察官Ｂ 福岡県警察官Ｂ

小　　林 島根女子短大 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 裁判所Ⅲ種

遠　　賀 ○郵政内務 東京消防庁(消防)

＊

日　　南 ○宮崎県職 ○日南市職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 郵政外務

大 牟 田 山田市職

朝　　倉 ○小郡市職 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 福岡県婦人警察官

佐 賀 北 ○佐賀市職 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) 裁判所Ⅲ種

不知火女子 ○国家Ⅲ種(郵政Ａ) 大牟田市職(現業)

   森 春日市職 福岡県婦人警察官

久 留 米 ○小郡市職 ○郵政外務 裁判所Ⅲ種 福岡県婦人警察官

玄　　洋 ○郵政外務

鞍　　手 ○福岡県職 ○国家Ⅲ種(行政Ａ) ○裁判所Ⅲ種 ○郵政外務 飯塚市職 海上保安(特別)

中　　間 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○郵政外務

佐賀工業 ○福岡市職 ○郵政内務

佐 賀 東 春日市職

西 彼 杵 ○福岡市職(消防) ○福岡県警察官Ｂ 海上保安(特別) 長崎県警察官Ｂ

日　　南 ○国家Ⅲ種(行政Ｂ) ○裁判所Ⅲ種 福岡県婦人警察官

折　　尾 ○岡垣町職 ○北九州市職(消防) ○郵政外務

福岡大附属大濠 郵政外務 海上保安(特別)

博多女子 ○宇美町職

西日本短大附属 ○郵政内務

延 岡 東 ○福岡市職 郵政外務 福岡県婦人警察官

佐 賀 東 ○佐賀市職(消防) 郵政外務 福岡県警察官Ｂ

＊

＊

新　　田 松山市職
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