
№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

1 H25.7.6 H25.7.5 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
米粉玄米パン，牛乳，シー
フードステーキ，ミートソー
ス，七夕ゼリー

不検出 (4.6) 不検出 (3.7)

2 H25.7.6 H25.7.5 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
ごはん，牛乳，豚肉の生姜
焼き，チンゲン菜のかき油
炒め，七夕汁，手作りゼリー

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

3 H25.7.6 H25.7.5 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

わかめごはん，牛乳，星の
コロッケ，小松菜のツナ和
え，七夕すまし汁，七夕ゼ
リー

不検出 (4.4) 不検出 (4.8)

4 H25.7.9 H25.7.8 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，ポテトコロッ
ケ，かいそうサラダ，えびと
豆腐のチリソースに，オレン
ジ

不検出 (4.8) 不検出 (4.0)

5 H25.7.9 H25.7.8 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，だいこんのナムル，まい
たけ汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.2)

6 H25.7.9 H25.7.8 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ご飯，牛乳，鶏肉のから揚
げ，海藻サラダ，玉ねぎの
味噌汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.8)

学校給食モニタリング検査結果について

記

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

　県内で提供された学校給食について，下記のとおり放射性物質検査を実施したので，その結果をお知らせします。

　　※不検出とは，検出下限値未満であることを示します。括弧内の数値は検出下限値です。

１　検査機器
　ゲルマニウム半導体検出器
２　検査機関
　株式会社　理研分析センター
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№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

7 H25.7.10 H25.7.9 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
バターロールパン，牛乳，
ポークビーンズ，フライドパ
ンプキン，野菜スープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.5)

8 H25.7.10 H25.7.9 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ご飯，牛乳，まぐろしぐれ
煮，いんげんごま和え白す
りごま，沢煮椀

不検出 (4.3) 不検出 (4.6)

9 H25.7.10 H25.7.9 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ごはん，牛乳，アジフライ，
すき昆布の煮物，豚汁

不検出 (4.0) 不検出 (4.0)

10 H25.7.10 H25.7.9 県立学校 宮城県佐沼高等学校
コッペパン，牛乳，ハンバー
グ，海藻サラダ，海のチャウ
ダー

不検出 (4.9) 不検出 (4.0)

11 H25.7.10 H25.7.9 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第四小学校 小学校

米粉フォカッチャパン，牛
乳，チリコンカン，ジャガイ
モのチーズ蒸し，マカロニ
スープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.0)

12 H25.7.11 H25.7.10 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，コーンシュー
マイ，海藻サラダ，八宝菜，
チーズ

不検出 (3.1) 不検出 (3.3)

13 H25.7.11 H25.7.10 市町村立学校 仙台市 仙台市立愛子小学校 小学校
ごはん，牛乳，赤魚の味噌
焼き，はりはりづけ，豚肉と
豆腐の味噌炒め

不検出 (4.3) 不検出 (4.6)

14 H25.7.11 H25.7.10 県立学校 宮城県立古川支援学校
ごはん，牛乳，いわし梅煮，
茎わかめのきんぴら，うーめ
ん汁，グレープフルーツ

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

15 H25.7.12 H25.7.11 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ごはん，味付けのり，牛乳，
赤魚のスタミナ焼き，きんぴ
らごぼう，しめじのみそ汁

不検出 (3.7) 不検出 (4.5)
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№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

16 H25.7.12 H25.7.11 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小・中学校
夏野菜カレー，牛乳，ビー
ンズサラダ，すいか

不検出 (3.1) 不検出 (3.5)

17 H25.7.12 H25.7.11 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校

チーズパン，牛乳，ささみの
レモンソース，コーンとアス
パラのソテー，ミネストロー
ネ

不検出 (3.7) 不検出 (4.7)

18 H25.7.16 H25.7.12 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

ごはん，牛乳，鮭の塩焼
き，ひじきの煎り煮，カレー
汁，グレープフルーツゼ
リー

不検出 (3.8) 不検出 (4.6)

19 H25.7.16 H25.7.12 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第四小学校 小学校
ごはん，牛乳，鶏肉の黒蜜
煮，キャベツのラー油和え，
ワンタンスープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.7)

20 H25.7.16 H25.7.12 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 小学校

食パン，マーガリン＆メープ
ルシロップ，牛乳，豚肉の
マスタード焼き，枝豆とコー
ンのサラダ，わかめとチンゲ
ンサイのスープ，冷凍パイ
ンアップル

不検出 (4.0) 不検出 (3.6)

21 H25.7.16 H25.7.12 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，メンチカツ，
ピリカラポパイ，豆腐のみそ
汁

不検出 (4.1) 不検出 (3.9)

22 H25.7.16 H25.7.12 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ご飯，牛乳，麻婆豆腐，も
やし中華和え，オレンジ

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

23 H25.7.17 H25.7.16 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

豆乳食パン，レーズンクリー
ム，牛乳，鶏肉のマスタード
焼き，きのこのガーリックソ
テー，ほうれん草と卵のスー
プ

不検出 (4.2) 不検出 (4.4)

24 H25.7.17 H25.7.16 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ご飯，牛乳，キャベツと豚肉
の味噌炒め，ほうれん草と
卵のスープ，こうなご佃煮

不検出 (4.4) 不検出 (4.7)
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№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

25 H25.7.17 H25.7.16 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ごはん，牛乳，あげぎょう
ざ，ささみと豆もやしのサラ
ダ，キムチスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

26 H25.7.17 H25.7.16 県立学校 宮城県佐沼高等学校

カレーライス，牛乳，オムレ
ツ，なすといんげんの味噌
炒め，えのき汁，アイスク
リーム

不検出 (4.0) 不検出 (4.8)

27 H25.7.18 H25.7.17 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
麦ごはん，牛乳，さんま梅
煮，ひじきの炒り煮，豚汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.0)

28 H25.7.18 H25.7.17 市町村立学校 仙台市 仙台市立愛子小学校 小学校
ナン，牛乳，キーマカレー，
ミニトマト，野菜スープ，デ
ザート（シャーベット）

不検出 (3.9) 不検出 (4.9)

29 H25.7.18 H25.7.17 県立学校 宮城県立古川支援学校

オムライス，牛乳，ウイン
ナーとじゃがいものソテー，
ほうれんそうのスープ，バナ
ナ

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)

30 H25.7.18 H25.7.17 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小・中学校
牛乳，サンマの甘露煮，切
り干し大根の煮物，もやし
の味噌汁，冷凍ミカン，

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)

31 H25.9.5 H25.9.4 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ささみチーズフ
ライ，キャベツとウインナー
のソテー，わかめスープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.1)

32 H25.9.5 H25.9.4 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 中学校
牛乳，イワシのガーリック竜
田揚げ，大根としめじのサラ
ダ，けんちん汁

不検出 (3.8) 不検出 (4.0)

33 H25.9.5 H25.9.4 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
ご飯，牛乳，酢豚，中華サ
ラダ，卵スープ

不検出 (5.0) 不検出 (4.2)
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№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

34 H25.9.5 H25.9.4 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
ツイストパン，牛乳，トマトグ
ラタン，ペンネとパプリカソ
テー，キャベツのスープ煮

不検出 (3.8) 不検出 (3.6)

35 H25.9.6 H25.9.5 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第四小学校 小学校
ご飯，牛乳，チキンカレー，
福神漬け，切干大根のサラ
ダ，ヨーグルト

不検出 (4.1) 不検出 (4.8)

36 H25.9.6 H25.9.5 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，アジフライ，し
なちくとこんにゃくのピリ辛
炒め，呉汁，ももゼリー

不検出 (3.7) 不検出 (3.8)

37 H25.9.6 H25.9.5 市町村立学校 大郷町　 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，ぶりの照り焼
き，絹あげのみそ炒め，モ
ロヘイヤスープ

不検出 (3.6) 不検出 (4.6)

38 H25.9.6 H25.9.5 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校

米粉フォカッチャ，牛乳，タ
ンドリーチキン，ほうれん草
とコーンのソテー，野菜スー
プ

不検出 (3.4) 不検出 (4.7)

39 H25.9.7 H25.9.6 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
チーズパン，牛乳，根菜コ
ロッケ，カラフルピーマンソ
テー，ＡＢＣマカロニスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.9)

40 H25.9.7 H25.9.6 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ご飯，ふりかけ，牛乳，いか
じゃが，なすと油麩のみそ
汁

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

41 H25.9.7 H25.9.6 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
米粉黒ゴマパン，牛乳，竹
輪のいそべあげ，かいそう
サラダ，カレーうどん

不検出 (4.2) 不検出 (4.0)

42 H25.9.7 H25.9.6 県立学校 宮城県佐沼高等学校
黒豆ご飯，牛乳，かにた
ま，きんぴらごぼう，きのこ
汁，カクテルゼリー

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)
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№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

43 H25.9.10 H25.9.9 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
青菜ご飯，牛乳，エビフラ
イ，ブロッコリーソテー，クラ
ムチャウダー

不検出 (4.8) 不検出 (4.1)

44 H25.9.10 H25.9.9 市町村立学校 仙台市 仙台市立愛子小学校 小学校
カレーピラフ，牛乳，いかフ
ライ，ミニトマト，野菜スープ

不検出 (3.8) 不検出 (4.2)

45 H25.9.10 H25.9.9 県立学校 宮城県立古川支援学校
ミックスそぼろ丼，牛乳，
キャベツの煮付け，わかめ
汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

46 H25.9.11 H25.9.10 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，さばのみそ煮，
切干大根の煮もの，じゃが
いも汁，冷凍洋なし

不検出 (4.8) 不検出 (4.3)

47 H25.9.11 H25.9.10 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 中学校
牛乳，アジフライ，五目きん
ぴら，茄子の味噌汁，りんご
ゼリー

不検出 (3.9) 不検出 (4.0)

48 H25.9.11 H25.9.10 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校

米粉玄米ハニーﾊﾟﾝ，牛
乳，焼うどん，わかめときゅ
うりのあえ物，野菜と肉団子
のスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.8)

49 H25.9.11 H25.9.10 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，サンマのオレ
ンジ煮，きんぴらごぼう，卵
スープ，ぶどうゼリー

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

50 H25.9.12 H25.9.11 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第四小学校 小学校
ご飯，牛乳，さんま塩焼き，
七宝豆，なめこの味噌汁

不検出 (3.8) 不検出 (3.7)

51 H25.9.12 H25.9.11 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 小学校
麦ご飯，牛乳，セサミビーン
ズ，夏野菜カレー，大根サ
ラダ

不検出 (3.8) 不検出 (3.9)
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№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

52 H25.9.12 H25.9.11 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校

米粉フォカッチャ，牛乳，か
ぼちゃグラタン，豚肉のトマ
ト煮，野菜とフランクフルト
のスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.1)

53 H25.9.12 H25.9.11 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ご飯，牛乳，枝豆しゅうま
い，小松菜のナムル，キム
チスープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

54 H25.9.13 H25.9.12 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，ホキのガーリッ
ク立田揚げ，ひじきの炒り
煮，みそ野菜スープ

不検出 (4.9) 不検出 (4.3)

55 H25.9.13 H25.9.12 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ご飯，牛乳，鮪入りきんぴ
ら，なめこ汁，グレープフ
ルーツ

不検出 (4.5) 不検出 (4.8)

56 H25.9.13 H25.9.12 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ご飯，牛乳，ハンバーグお
ろしソースがけ，きゅうりと昆
布あえもの，肉じゃが

不検出 (3.8) 不検出 (4.3)

57 H25.9.13 H25.9.12 県立学校 宮城県佐沼高等学校
ピザパン，牛乳，温野菜，も
ずくとあさりのスープ，コー
ヒーゼリー

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

58 H25.9.17 H25.9.13 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，いかのチリソー
ス和え，米粉めんサラダ，
元気ボールスープ

不検出 (4.9) 不検出 (4.6)

59 H25.9.17 H25.9.13 市町村立学校 仙台市 仙台市立愛子小学校 小学校
ハヤシライス（麦ご飯）牛
乳，コールスロー，ヨーグル
ト

不検出 (3.2) 不検出 (4.5)

60 H25.9.17 H25.9.13 県立学校 宮城県立古川支援学校

鮭わかめご飯，牛乳，揚げ
豆腐の甘酢あんかけ，ひじ
きともやしのサラダ，すまし
汁

不検出 (3.6) 不検出 (4.9)
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61 H25.9.19 H25.9.18 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校

ご飯，ふりかけ，牛乳，銀鮭
のみそ焼き，がんものそぼ
ろ煮，わかめともやしのみそ
汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.1)

62 H25.9.19 H25.9.18 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 中学校
牛乳，夏野菜カレー，カミカ
ミサラダ，フルーツ白玉

不検出 (4.3) 不検出 (4.1)

63 H25.9.19 H25.9.18 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
わかめご飯，牛乳，さんま
の蒲焼き，筑前煮，すまし
汁

不検出 (3.9) 不検出 (4.5)

64 H25.9.19 H25.9.18 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
米粉フォカッチャ，鶏肉の
オレンジソース，グリーンサ
ラダ，かぼちゃのポタージュ

不検出 (4.3) 不検出 (3.8)

65 H25.9.20 H25.9.19 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第四小学校 小学校
ご飯，牛乳，鶏肉とジャガイ
モの揚げに，きりごまあえ，
白玉味噌汁，お月見ゼリー

不検出 (4.0) 不検出 (4.2)

66 H25.9.20 H25.9.19 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 小学校
麦ご飯，やきのり，牛乳，き
す天ぷら，みそけんちん
汁，ごま団子

不検出 (3.6) 不検出 (3.5)

67 H25.9.20 H25.9.19 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校

背割りソフトドックﾊﾟﾝ，牛
乳，ボイルウインナートマト
ソースがけ，ジャーマンポテ
ト，ＡＢＣスープ

不検出 (4.2) 不検出 (3.1)

68 H25.9.24 H25.9.20 市町村立学校 大郷市 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，いかの天ぷら，
ひじきの炒り煮，ひきな汁

不検出 (3.9) 不検出 (3.8)

69 H25.9.24 H25.9.20 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ソフトドッグパン，牛乳，ミル
メークココア，ハムチーズフ
ライ，ツナサラダ，えびとな
めこの卵スープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.0)
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70 H25.9.24 H25.9.20 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ピタパン，牛乳，チリコンカ
ン，キャベツとベーコンの
スープ，バナナ

不検出 (4.6) 不検出 (5.0)

71 H25.9.24 H25.9.20 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
米粉パン，牛乳，味付きゆ
で卵，わかめとツナのあえも
の，みそラーメン，角チーズ

不検出 (4.1) 不検出 (3.9)

72 H25.9.24 H25.9.20 県立学校 宮城県佐沼高等学校
イカめし，いなり寿司，牛
乳，肉じゃが，おくずかけ，
ずんだ団子

不検出 (4.3) 不検出 (4.6)

73 H25.9.25 H25.9.24 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校　
ご飯，ゆかりふりかけ，牛
乳，ハムチーズフライ，ツナ
サラダ，白菜スープ

不検出 (3.7) 不検出 (4.8)

74 H25.9.25 H25.9.24 市町村立学校 仙台市 仙台市立愛子小学校 小学校
米粉パン，牛乳，肉みそう
どん，ごま団子，オレンジ

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)

75 H25.9.25 H25.9.24 県立学校 宮城県立古川支援学校

パンプキンパン，牛乳，たら
のピザソース焼き，キャベツ
とハムのサラダ，クラムチャ
ウダー

不検出 (4.3) 不検出 (4.3)

76 H25.9.26 H25.9.25 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
フルーツのヨーグルトあえ，
ミニフィッシュ

不検出 (3.5) 不検出 (4.1)

77 H25.9.26 H25.9.25 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立大島共同調理場 小・中学校
ご飯，牛乳，さばの塩焼き，
かぼちゃのそぼろ煮，なめ
こ汁

不検出 (5.0) 不検出 (4.2)

78 H25.9.26 H25.9.25 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
ご飯，牛乳，笹かまぼこの
マヨネーズ焼き，芋煮，ふの
り汁

不検出 (3.6) 不検出 (3.1)
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79 H25.9.26 H25.9.25 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

米粉玄米ハニーパン，牛
乳，お好み焼き，キャベツ
のサラダ，カレー汁，いちご
ヨーグルト

不検出 (4.0) 不検出 (4.0)

80 H25.9.27 H25.9.26 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子中学校 中学校
きのこスパゲティ，牛乳，か
ぼちゃサラダ，ほたて風味
のスープ，梨

不検出 (4.6) 不検出 (4.2)

81 H25.9.27 H25.9.26 市町村立学校 仙台市 仙台市太白学校給食センター 小学校
ご飯，しそふりかけ，牛乳，
春巻き，ほうれん草のサラ
ダ，わかめスープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.4)

82 H25.9.27 H25.9.26 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，赤魚の立田揚げ，小
松菜の中華和え，キャベツ
のみそ汁

不検出 (4.3) 不検出 (4.0)

83 H25.9.27 H25.9.26 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
横割り丸パン，牛乳，タラ
ポーション，ポテトのチーズ
煮，ジュリエンヌスープ

不検出 (4.6) 不検出 (4.4)

84 H25.9.27 H25.9.26 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，プチプチマー
ボーなす，ひじきサラダ，け
んちん汁，黄桃缶

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

85 H25.9.28 H25.9.27 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校

食パン，牛乳，ブルーベ
リージャム，ハヤシシ
チュー，枝豆の塩ゆで，り
んご

不検出 (3.9) 不検出 (3.9)

86 H25.9.28 H25.9.27 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小学校
ご飯，牛乳，ビビンバ，大根
スープ，オレンジ

不検出 (4.4) 不検出 (4.2)

87 H25.9.28 H25.9.27 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ご飯，牛乳，酢豚，わかめ
和え，もやし汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.0)
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88 H25.10.1 H25.9.30 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，鶏肉とカシュー
ナッツの炒め物，チンゲン
サイスープ，杏仁フルーツ

不検出 (4.0) 不検出 (3.9)

89 H25.10.1 H25.9.30 市町村立学校 仙台市 仙台市立八幡小学校 小学校
麦ご飯，牛乳，焼きししゃ
も，切り干し大根の炒煮，す
いとん汁

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

90 H25.10.1 H25.9.30 県立学校 宮城県立石巻支援学校

ご飯，牛乳，鶏肉のから揚
げ，チンゲンサイのおかか
和え，さつま汁，型抜き
チーズ

不検出 (4.4) 不検出 (3.2)

91 H25.10.4 H25.10.3 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，鶏肉のごまが
らめ，れんこんサラダ，油ふ
のみそ汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.2)

92 H25.10.4 H25.10.3 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立大島共同調理場 小・中学校
ご飯，牛乳，春雨サラダ，八
宝菜，型抜きチーズ

不検出 (4.3) 不検出 (3.4)

93 H25.10.4 H25.10.3 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
麦ごはん，牛乳，焼き栗コ
ロッケ，中華飯の具，フルー
ツ杏仁

不検出 (4.5) 不検出 (5.0)

94 H25.10.4 H25.10.3 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子中学校 中学校
ビビンバ，牛乳，わかめ
スープ，ヨーグルト和え

不検出 (4.1) 不検出 (4.8)

95 H25.10.7 H25.10.4 市町村立学校 仙台市 仙台市太白学校給食センター 中学校
麦ご飯，牛乳，ホキの天ぷ
らの薬味ソースかけ，坦々
春雨スープ，わかめサラダ

不検出 (4.2) 不検出 (4.6)

96 H25.10.7 H25.10.4 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，いわしの梅
煮，筑前煮，ワンタンスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)
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97 H25.10.7 H25.10.4 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
ご飯，牛乳，ささかまの磯辺
揚げ，筑前煮，大根とえの
きのみそ汁

不検出 (3.9) 不検出 (4.0)

98 H25.10.7 H25.10.4 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小学校

ごはん，牛乳，さんまの塩
やき，ほうれんそうのピーナ
ツあえ，だいこんとえのきの
みそ汁

不検出 (3.2) 不検出 (4.3)

99 H25.10.8 H25.10.7 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，鮭のチリソース
がけ，チャプチェ，中華スー
プ

不検出 (4.2) 不検出 (4.1)

100 H25.10.8 H25.10.7 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ご飯，牛乳，ひじき炒り煮，
厚焼きたまご，沢煮椀

不検出 (4.4) 不検出 (4.7)

101 H25.10.8 H25.10.7 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
ご飯，牛乳，さんまのおろし
ソースかけ，ビーフンソ
テー，けんちん汁

不検出 (2.5) 不検出 (2.1)

102 H25.10.9 H25.10.8 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ハヤシライス，牛乳，ゆでた
まご，かみかみサラダ

不検出 (4.2) 不検出 (4.2)

103 H25.10.9 H25.10.8 市町村立学校 仙台市 仙台市立八幡小学校 小学校
ご飯，牛乳，酢豚，春雨
スープ，みかん

不検出 (5.0) 不検出 (4.9)

104 H25.10.9 H25.10.8 県立学校 宮城県立石巻支援学校
ミルクパン，牛乳，エビフラ
イ，ブロッコリーのサラダ，
肉団子のスープ

不検出 (3.5) 不検出 (4.2)

105 H25.10.9 H25.10.8 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ご飯，牛乳，すき焼き風煮，
ほうれん草の胡麻和え，か
きたま汁，梨

不検出 (4.3) 不検出 (5.0)
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106 H25.10.10 H25.10.9 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
わかめご飯，牛乳，さばの
塩焼，小松菜のおひたし，
だいこんのみそ汁

不検出 (3.8) 不検出 (3.7)

107 H25.10.10 H25.10.9 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立大島共同調理場 小・中学校
ご飯，牛乳，ほっけの塩焼
き，大根とわかめのサラダ，
ピリ辛味噌汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

108 H25.10.10 H25.10.9 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
ご飯，牛乳，赤魚の香味焼
き，野菜と豚肉のかき油炒
め，ワンタンスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

109 H25.10.10 H25.10.9 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
米粉パン，牛乳，春巻，海
藻サラダ，焼きそば

不検出 (4.3) 不検出 (4.3)

110 H25.10.11 H25.10.10 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子中学校 中学校
チキンピラフ，牛乳，オムレ
ツ，コンソメスープ，ブルー
ベリーゼリー

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)

111 H25.10.11 H25.10.10 市町村立学校 仙台市 仙台市太白学校給食センター 中学校
麦ごはん，牛乳，チキンカ
レー，エビフリッター，海藻
サラダ

不検出 (3.9) 不検出 (4.0)

112 H25.10.11 H25.10.10 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，銀鮭の塩焼
き，小松菜のおひたし，豚
汁

不検出 (4.6) 不検出 (3.7)

113 H25.10.11 H25.10.10 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
食パン，牛乳，野菜入り肉
団子，枝豆とコーンのソ
テー，ポトフ

不検出 (4.3) 不検出 (4.9)

114 H25.10.15 H25.10.11 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

背割りソフトドッグﾊﾟﾝ，牛
乳，揚げギョーザ，フルーツ
のヨーグルト和え，ソース焼
きそば

不検出 (4.1) 不検出 (4.9)

13 / 34 ページ



№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

115 H25.10.15 H25.10.11 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
大根サラダ，みかん

不検出 (3.8) 不検出 (4.3)

116 H25.10.15 H25.10.11 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小学校
べにばなぶかし，さけのた
つたあげ，せんべいじる，
オレンジ

不検出 (4.1) 不検出 (4.3)

117 H25.10.15 H25.10.11 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ご飯，牛乳，納豆，筑前
煮，小松菜の辛し和え，つ
みれ汁

不検出 (4.0) 不検出 (4.9)

118 H25.10.16 H25.10.15 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，ボイルウイン
ナー，ツナわかめ和え，豆
腐チゲ

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

119 H25.10.18 H25.10.17 県立学校 宮城県立石巻支援学校
スープスパゲティ，牛乳，白
菜とコーンのサラダ，柿

不検出 (4.0) 不検出 (4.7)

120 H25.10.18 H25.10.17 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
麦ごはん，牛乳，ポークカ
レー，フルーツのヨーグルト
あえ，アーモンドフィッシュ

不検出 (4.4) 不検出 (4.5)

121 H25.10.18 H25.10.17 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立大島共同調理場 小・中学校
ご飯，牛乳，ソースカツ，ほ
うれん草の礒和え，なめこ
汁

不検出 (3.1) 不検出 (3.6)

122 H25.10.18 H25.10.17 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校

丸パン，牛乳，ハンバーグト
マトソース，キャベツとコー
ンのソテー，かぼちゃのポ
タージュ

不検出 (4.6) 不検出 (4.8)

123 H25.10.18 H25.10.17 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，さんまの蒲焼
き，小松菜のいそべ和え，
里芋汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.8)

14 / 34 ページ



№ 検査日 給食提供日 学校区分 市町村名 施設名 提供先 献立名 Cs-１３４ （検出下限値）Cs-１３７ （検出下限値） 備考

検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

124 H25.10.18 H25.10.17 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子中学校 中学校

麦ごはん，牛乳，いわしの
梅煮，揚げじゃがいものそ
ぼろ煮，えのきのみそ汁，
オレンジ

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)

125 H25.10.19 H25.10.18 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小学校
ご飯，牛乳，ワカサギのフ
リッター，だいこんサラダ，
豆腐の中華煮

不検出 (3.9) 不検出 (4.2)

126 H25.10.19 H25.10.18 市町村立学校 仙台市 仙台市太白学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，さんまの塩焼
き，いものこ汁，わかめ入り
おひたし

不検出 (3.8) 不検出 (3.8)

127 H25.10.19 H25.10.18 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
キャベツとツナのサラダ，豆
腐のチーズケーキ

不検出 (4.5) 不検出 (4.7)

128 H25.10.19 H25.10.18 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
ご飯，味付けのり，牛乳，さ
んまの塩焼き，豚肉とごぼう
のみそ煮，けんちん汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.3)

129 H25.10.19 H25.10.18 市町村立学校 仙台市 仙台市立八幡小学校 小学校
ご飯，牛乳，2色そぼろ，豚
汁，ぶどう

不検出 (4.4) 不検出 (4.7)

130 H25.10.22 H25.10.21 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，笹かまのねぎ
ソースがけ，茎わかめのき
んぴら，芋煮汁

不検出 (3.5) 不検出 (4.6)

131 H25.10.22 H25.10.21 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
ミルクロールパン，牛乳，三
色ソテー，米粉ワンタンスー
プ，みかん

不検出 (3.9) 不検出 (4.8)

132 H25.10.22 H25.10.21 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ご飯，牛乳，鯖のおろし揚
げ，切干し大根の炒り煮，
石狩汁

不検出 (4.7) 不検出 (4.5)
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133 H25.10.23 H25.10.22 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，ほうれん草オム
レツ，ブロッコリーサラダ，マ
ロンシチュー

不検出 (3.9) 不検出 (4.2)

134 H25.10.23 H25.10.22 市町村立学校 仙台市 仙台市立八幡小学校 小学校
麦ごはん，牛乳，マーボー
豆腐，春巻，柿

不検出 (4.7) 不検出 (4.7)

135 H25.10.23 H25.10.22 県立学校 宮城県立石巻支援学校
チョコレートパン，牛乳，た
らのマヨネーズ焼き，ポパイ
サラダ，ミネストローネ

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

136 H25.10.24 H25.10.23 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，野菜コロッケ，
すき焼き煮，オレンジ

不検出 (4.6) 不検出 (3.8)

137 H25.10.24 H25.10.23 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立大島共同調理場 中学校
ご飯，牛乳，さばの味噌
煮，もやしのごま酢和え，せ
んべい汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.2)

138 H25.10.24 H25.10.23 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校給食調理場 中学校
ゆかりご飯，牛乳，さばの辛
子醤油かけ，小松菜のアー
モンド和え，ひきな汁

不検出 (3.5) 不検出 (3.6)

139 H25.10.24 H25.10.23 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
米粉フォカッチャ，牛乳，た
らフライ，タルタルソース，
大豆のトマト煮，野菜スープ

不検出 (4.9) 不検出 (4.1)

140 H25.10.25 H25.10.24 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子中学校 中学校
親子うどん，牛乳，さつまい
もとりんごの重ね煮，中華ま
ん

不検出 (4.5) 不検出 (4.0)

141 H25.10.25 H25.10.24 市町村立学校 仙台市 仙台市太白学校給食センター 中学校
バターロールパン，牛乳，
チーズリゾット，鶏肉のバジ
ル焼き，野菜スープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.9)
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142 H25.10.25 H25.10.24 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，ハンバーグき
のこソース，カラフルサラ
ダ，かぶらのコンソメスープ

不検出 (3.5) 不検出 (4.3)

143 H25.10.25 H25.10.24 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
横割り丸パン，牛乳，ごぼう
メンチカツ，カラフルサラ
ダ，ABCコンソメスープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.7)

144 H25.10.28 H25.10.25 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

米粉玄米ハニーパン，牛
乳，鶏肉のマーマレード焼
き，キャベツとピーマンのソ
テー，さつま芋のシチュー

不検出 (4.1) 不検出 (4.2)

145 H25.10.28 H25.10.25 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第一小学校 小学校
肉うどん，牛乳，ジャーマン
ポテト，オレンジ

不検出 (3.8) 不検出 (4.7)

146 H25.10.28 H25.10.25 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小学校

米粉パン，牛乳，豚肉の
バーベキューソースがけ，
ペペロンポテト，チンゲンサ
イと卵のスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.0)

147 H25.10.28 H25.10.25 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ご飯，牛乳，ヒレカツ，ひじ
きの炒り煮，味噌けんちん
汁

不検出 (3.2) 不検出 (3.5)

148 H25.10.29 H25.10.28 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，れんこんはさ
み揚げ，豆豆サラダ，えび
となめこのスープ

不検出 (4.6) 不検出 (3.9)

149 H25.10.29 H25.10.28 市町村立学校 仙台市 仙台市八幡小学校 小学校
横割り丸パン，スライスチー
ズ，牛乳，えびカツ，麦入り
ミネストローネ

不検出 (5.0) 不検出 (5.0)

150 H25.10.29 H25.10.28 県立学校 宮城県立石巻支援学校
ご飯，牛乳，けんちん揚
げ，ゆでブロッコリー，キム
チスープ，プリン

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)
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151 H25.10.31 H25.10.30 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，納豆，豚肉と
キャベツのみそ炒め，けん
ちん汁

不検出 (4.3) 不検出 (4.0)

152 H25.10.31 H25.10.30 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立唐桑中学校 中学校
牛乳，赤魚のごま照り焼き，
筑前煮，わかめと豆腐のみ
そ汁，チーズ

不検出 (4.4) 不検出 (4.9)

153 H25.10.31 H25.10.30 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
ご飯，牛乳，豆腐の中華
煮，えびしゅうまい，サラダ
ビビンバ，柿

不検出 (4.6) 不検出 (4.5)

154 H25.10.31 H25.10.30 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

豆乳食パン，ブルーベリー
ジャム，牛乳，鶏肉のアップ
ルソース，小松菜のサラダ，
コーンスープ

不検出 (3.8) 不検出 (3.0)

155 H25.10.31 H25.10.30 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小・中学校

米粉ﾊﾟﾝ，牛乳，野菜かき
揚げ，切り干しだいこんの
サラダ，きのこと鶏肉のうど
ん

不検出 (5.0) 不検出 (4.5)

156 H25.11.1 H25.10.31 市町村立学校 大崎市 大崎市立鹿島台小学校 小学校
ご飯，ふりかけ，牛乳，煮込
みおでん，金時煮豆，ほう
れん草のからしあえ，りんご

不検出 (3.2) 不検出 (4.5)

157 H25.11.1 H25.10.31 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ツイストパン，牛乳，秋味シ
チュー，花野菜サラダ，か
ぼちゃのムース

不検出 (4.5) 不検出 (4.1)

158 H25.11.1 H25.10.31 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校

丸パン，牛乳，フィッシュフ
ライ，タルタルソース，ボイ
ルキャベツ，パンプキンポ
タージュ

不検出 (4.3) 不検出 (4.9)

159 H25.11.2 H25.10.31 市町村立学校 仙台市 仙台市野村学校給食センター 小学校
小チーズパン，牛乳，蒸
しゅうまい，上海風焼きそ
ば，フルーツミックス

不検出 (4.2) 不検出 (4.4)
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160 H25.11.5 H25.11.1 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

パンプキンパン，牛乳，チ
キンマスタード焼き，ごぼう
サラダ，チンゲンサイの米
粉シチュー

不検出 (4.7) 不検出 (4.4)

161 H25.11.5 H25.11.1 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
コールスローサラダ，白玉
入りフルーツポンチ

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)

162 H25.11.5 H25.11.1 県立学校 宮城県古川工業高等高校
木の葉丼，牛乳，大根の中
華煮，ほうれん草のみそ
汁，梨

不検出 (3.7) 不検出 (4.6)

163 H25.11.6 H25.11.5 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，大学芋，ひじき
の炒り煮，元気ボールスー
プ

不検出 (4.2) 不検出 (4.6)

164 H25.11.6 H25.11.5 市町村立学校 仙台市 仙台市立富沢小学校 小学校

ご飯，牛乳，かつおのレモ
ンソースかけ，茎わかめの
サラダ，じゃがいもと水菜の
味噌汁

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

165 H25.11.6 H25.11.5 県立学校 宮城県立光明支援学校

五目あんかけ焼きそば，牛
乳，鮭チーズフライ，わかめ
ときゅうりのしょうがあえ，オ
レンジ

不検出 (4.4) 不検出 (4.1)

166 H25.11.7 H25.11.6 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，野菜しゅうま
い，ぶた肉ともやしの中華
炒め，ふかひれスープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.3)

167 H25.11.7 H25.11.6 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立唐桑中学校 中学校

牛乳，いかの照り焼き，豚
肉とごぼうのピリ辛炒め，野
菜たっぷりちゃんぽんスー
プ

不検出 (4.2) 不検出 (5.0)

168 H25.11.7 H25.11.6 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
ご飯，牛乳，鮭のちゃん
ちゃんやき，キャベツのに
びたし，きりたんぽ，チーズ

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)
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169 H25.11.7 H25.11.6 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

米粉玄米ハニーパン，牛
乳，オムレツのケチャップ
ソース，ペンネとピーマンの
ソテー，かぶのスープ煮，
みかん

不検出 (4.9) 不検出 (4.6)

170 H25.11.7 H25.11.6 市町村立学校 大崎市 大崎市立鹿島台小学校 小学校
ご飯，牛乳，ぎんざけ西京
焼き，蓮根とひじきの炒り
煮，さつま汁，みかん

不検出 (4.3) 不検出 (4.4)

171 H25.11.8 H25.11.7 市町村立学校 仙台市 仙台市野村学校給食センター 小学校
ご飯，ひじきのふりかけ，牛
乳，かつおカシューナッツ
のいため煮，呉汁，りんご

不検出 (3.6) 不検出 (4.6)

172 H25.11.8 H25.11.7 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ハヤシライス，牛乳，ごぼう
サラダ，お米のムース

不検出 (4.8) 不検出 (5.0)

173 H25.11.8 H25.11.7 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校
レーズンパン，牛乳，カレー
うどん，里芋コロッケ，かみ
かみ和え

不検出 (4.6) 不検出 (4.4)

174 H25.11.9 H25.11.8 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

豆乳食パン，いちごジャム，
牛乳，スパイシーポテト，鶏
肉と大豆のトマト煮，えびと
なめこの卵スープ，オレンジ

不検出 (4.4) 不検出 (4.0)

175 H25.11.9 H25.11.8 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校 手巻き寿司，牛乳，塩竃汁 不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

176 H25.11.9 H25.11.8 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ご飯，牛乳，シシャモフラ
イ，かみかみサラダ，わかめ
とかにかまのみそ汁

不検出 (4.2) 不検出 (3.9)

177 H25.11.9 H25.11.8 県立学校 宮城県古川工業高等学校

麦ご飯，牛乳，さんまの
ハーブパン粉焼き，ブロッコ
リーのおかか和え，白菜の
クリーム煮

不検出 (4.7) 不検出 (4.9)
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178 H25.11.12 H25.11.11 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，いわしのみぞ
れ煮，切り干し大根の炒り
煮，すいとん汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.4)

179 H25.11.12 H25.11.11 市町村立学校 仙台市 仙台市立富沢小学校 小学校
ご飯，牛乳，大豆入り肉味
噌，春雨スープ，大学芋

不検出 (4.2) 不検出 (3.9)

180 H25.11.12 H25.11.11 県立学校 宮城県立光明支援学校
さつまいもごはん，牛乳，さ
ばの塩焼き，豆もやしの炒
め煮，ひきな汁，柿

不検出 (4.6) 不検出 (4.9)

181 H25.11.14 H25.11.13 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
海の幸サラダ，ヨーグルト

不検出 (4.5) 不検出 (5.0)

182 H25.11.14 H25.11.13 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
ご飯，牛乳，マーボーどう
ふ，シューマイ，はるさめサ
ラダ，オレンジ

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

183 H25.11.14 H25.11.13 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

横割り丸パン，牛乳，ハン
バーグのケチャップソース，
さつまいものミルク煮，キャ
ベツのスープ煮

不検出 (4.2) 不検出 (4.5)

184 H25.11.15 H25.11.13 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立唐桑中学校 中学校
牛乳，鶏肉の香草パン粉焼
き，ポテトサラダ，野菜と豆
のトマトスープ，みかん

不検出 (4.9) 不検出 (4.9)

185 H25.11.15 H25.11.14 市町村立学校 仙台市 仙台市野村学校給食センター 小学校
ご飯，納豆，牛乳，焼きし
しゃも，肉じゃが，茎わかめ
のサラダ

不検出 (3.9) 不検出 (4.8)

186 H25.11.15 H25.11.14 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校

ご飯，牛乳，いかのスタミナ
焼き，切り干しだいこんのキ
ムチ炒め，小松菜と油揚げ
のみそ汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.0)
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187 H25.11.15 H25.11.14 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 中学校

パンプキンパン，牛乳，手
作りグラタン，ほうれん草と
コーンのソテー，コンソメ
スープ，梨ゼリー

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)

188 H25.11.16 H25.11.15 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

チョコレートパン，牛乳，
コーヒー牛乳の素，大根サ
ラダ，ワンタンスープ，いち
ごゼリー

不検出 (4.3) 不検出 (4.3)

189 H25.11.16 H25.11.15 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
背割コッペパン，牛乳，フラ
ンクフルト，コールスロー，
カレースープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.7)

190 H25.11.16 H25.11.15 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
こめこパン，牛乳，竹輪の２
色揚げ，ごぼうとれんこんの
サラダ，五目うどん

不検出 (4.2) 不検出 (4.7)

191 H25.11.16 H25.11.15 県立学校 宮城県古川工業高等学校
エビクリームライス，牛乳，
ポークビーンズ，野菜スー
プ，キウイフルーツ

不検出 (4.9) 不検出 (4.7)

192 H25.11.16 H25.11.15 市町村立学校 大崎市 大崎市立鹿島台小学校 小学校

米粉スィートパン，牛乳，す
ずかけぎょうざ，ひじき入り
シーフードサラダ，ごまみそ
ラーメン

不検出 (4.7) 不検出 (4.6)

193 H25.11.16 H25.11.15 県立学校 宮城県立光明支援学校
五目中華飯，牛乳，もやし
のナムル，春雨スープ，パ
インアップル

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)

194 H25.11.19 H25.11.18 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ご飯，ココア牛乳，エビカ
ツ，切り昆布の炒り煮，なめ
こ汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.3)

195 H25.11.20 H25.11.19 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，チキンなんば
ん，小松菜とちくわのあえも
の，かきたまスープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)
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196 H25.11.20 H25.11.19 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立唐桑中学校 中学校

肉まん，あんかけ焼きそ
ば，牛乳，蔵王山麓ミルク
のグラタンコロッケ，ミニトマ
ト，クレープ

不検出 (4.9) 不検出 (4.7)

197 H25.11.20 H25.11.19 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校

背割コッペパン，牛乳，石
巻やきそば，ちんげんさい
とたまごのスープ，フルーツ
ヨーグルト

不検出 (4.1) 不検出 (4.6)

198 H25.11.20 H25.11.19 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，アジの塩麹
焼き，ビーフンソテー，かき
玉汁

不検出 (4.8) 不検出 (4.1)

199 H25.11.20 H25.11.19 市町村立学校 仙台市 仙台市立富沢小学校 小学校
ワカメご飯，牛乳，きびなご
のから揚げ，マーボー豆
腐，もも缶詰

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)

200 H25.11.20 H25.11.19 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ご飯，牛乳，ほっけのしお
やき，だいこんのそぼろに，
かきたま汁，みかん

不検出 (3.8) 不検出 (4.2)

201 H25.11.21 H25.11.20 市町村立学校 大崎市 大崎市立鹿島台小学校 小学校
ご飯，牛乳，ちぐさ焼き，も
やしとちくわのソテー，みそ
けんちん汁，かき

不検出 (4.8) 不検出 (4.1)

202 H25.11.21 H25.11.20 市町村立学校 仙台市 仙台市野村学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，えびのチリソー
ス煮，肉豆腐，みかん

不検出 (4.5) 不検出 (4.7)

203 H25.11.21 H25.11.20 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
丸ﾊﾟﾝ，牛乳，えびカツ，
キャベツとコーンのサラダ，
ポタージュミネストラ

不検出 (4.6) 不検出 (4.2)

204 H25.11.21 H25.11.20 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校
ご飯，牛乳，和風おろしハ
ンバーグ，粉ふき芋，わか
めと玉ねぎの味噌汁

不検出 (5.0) 不検出 (4.3)
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205 H25.11.22 H25.11.21 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

減量わかめご飯，牛乳，し
しゃも香味フライ，春雨サラ
ダ，雪菜とじゃが芋の味噌
汁

不検出 (4.5) 不検出 (3.9)

206 H25.11.22 H25.11.21 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
レーズンパン，牛乳，スパゲ
ティナポリタン，三色ソ
テー，ヨーグルト

不検出 (4.8) 不検出 (4.7)

207 H25.11.22 H25.11.21 県立学校 宮城県古川工業高等学校
ご飯，牛乳，ハンバーグき
のこソースがけ，海藻サラ
ダ，大根と油麩のみそ汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)

208 H25.11.25 H25.11.22 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，バンバンジー
サラダ，シーフードカレー，
フルーツポンチ

不検出 (4.3) 不検出 (4.9)

209 H25.11.25 H25.11.22 市町村立学校 仙台市 仙台市立富沢小学校 小学校
米粉スイートパン，牛乳，白
花豆コロッケ，大豆とベーコ
ンのトマト煮，かき

不検出 (4.3) 不検出 (4.5)

210 H25.11.25 H25.11.22 県立学校 宮城県立光明支援学校

ご飯，のり佃煮，牛乳，ささ
かまぼこのしょうが焼き，雪
菜としらすのおひたし，あぶ
ら麩のみそ汁，りんご

不検出 (4.2) 不検出 (4.9)

211 H25.11.28 H25.11.27 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ポークビーン
ズ，コールスローサラダ，ぶ
どうゼリー

不検出 (5.0) 不検出 (4.2)

212 H25.11.28 H25.11.27 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立唐桑中学校 中学校
牛乳，ほっけの塩焼き，ほう
れん草のごま和え，豚汁

不検出 (3.7) 不検出 (4.8)

213 H25.11.28 H25.11.27 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
ご飯，牛乳，ゼリーフライ，
すきこんぶのにもの，ピリか
らみそ汁

不検出 (4.6) 不検出 (5.0)
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214 H25.11.28 H25.11.27 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
米粉ﾊﾟﾝ，牛乳，やきそば，
豆腐のメンチカツ，ブロッコ
リーサラダ

不検出 (4.5) 不検出 (4.4)

215 H25.11.29 H25.11.28 市町村立学校 大崎市 大崎市立鹿島台小学校 小学校
ご飯、牛乳，あおな納豆，
筑前煮，すいとん汁，マス
カットゼリー

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

216 H25.11.29 H25.11.28 市町村立学校 仙台市 仙台市野村学校給食センター 小学校
ご飯，こんぶ佃煮，牛乳，
五目豆腐，大学芋，りんご

不検出 (4.4) 不検出 (4.1)

217 H25.11.29 H25.11.28 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，さばのみそ煮，
小松菜の中華和え，けんち
ん汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.9)

218 H25.11.29 H25.11.28 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校

食パン，とふっこジャム，牛
乳，鶏肉のママレード煮，
ボイルキャベツ，チンゲン菜
のクリーム煮

不検出 (3.7) 不検出 (4.3)

219 H25.11.30 H25.11.28 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
ご飯，牛乳，シーフードカ
レー，海草サラダ

不検出 (4.8) 不検出 (4.5)

220 H25.12.2 H25.11.29 市町村立学校 　名取市 名取市学校給食センター 中学校

米粉黒ごまパン，牛乳，県
産ポークメンチカツ，きのこ
とペンネのソテー，ミネスト
ローネ

不検出 (4.5) 不検出 (4.1)

221 H25.12.2 H25.11.29 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ご飯，牛乳，ビビンバ，ウズ
ラ卵と豆腐のスープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.7)

222 H25.12.2 H25.11.29 県立学校 宮城県古川工業高等高校

ご飯，牛乳，ジャーマンオム
レツ，ささかま入り白菜のお
ひたし，のっぺい汁，みか
ん

不検出 (4.6) 不検出 (3.6)
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223 H25.12.3 H25.12.2 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，いわしの梅
煮，切干大根の炒め煮，豚
汁，ゆずゼリー

不検出 (3.9) 不検出 (5.0)

224 H25.12.3 H25.12.2 市町村立学校 仙台市 仙台市富沢小学校 小学校
ご飯，牛乳，かつおの甘酢
あんかけ，ワンタンスープ，
パインアップル

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

225 H25.12.3 H25.12.2 県立学校 宮城県立光明支援学校
ご飯，牛乳，ほっけの塩焼
き，五目きんぴら，けんちん
汁，みかん

不検出 (4.6) 不検出 (4.5)

226 H25.12.4 H25.12.3 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，納豆，ぶた肉と
ごぼうのみそ炒め，にらたま
汁，オレンジ

不検出 (5.0) 不検出 (5.0)

227 H25.12.4 H25.12.3 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼中央給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，大豆入りドライ
カレー，野菜スープ，フ
ルーツヨーグルト

不検出 (4.6) 不検出 (4.9)

228 H25.12.4 H25.12.3 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
丸パン，牛乳，チーズハン
バーグ，もやしのソテー，ミ
ネストローネスパゲティ

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

229 H25.12.4 H25.12.3 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

ご飯，牛乳，豆腐ハンバー
グあんかけ，ひじきの炒り
煮，味噌けんちん汁，みか
ん

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)

230 H25.12.5 H25.12.4 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川中学校 中学校
減量ご飯，牛乳，ささかまの
磯辺揚げ，ナムルサラダ，と
んこつラーメン

不検出 (4.6) 不検出 (4.7)

231 H25.12.5 H25.12.4 市町村立学校 仙台市 仙台市高砂学校給食センター 中学校

小米粉パン，牛乳，きつね
うどん，豆腐ハンバーグの
あんかけ，野菜のアーモン
ドあえ，型抜チーズ，みか
ん

不検出 (4.4) 不検出 (4.2)
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232 H25.12.5 H25.12.4 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校

ソフトドックパン，牛乳，アン
サンブルエッグ，ブロッコ
リーとコーンのサラダ，シー
フードシチュー

不検出 (4.5) 不検出 (5.0)

233 H25.12.5 H25.12.4 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
ご飯，牛乳，鯖の塩こうじ焼
き，根菜の煮物，とん汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.5)

234 H25.12.6 H25.12.5 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，春巻，マロニー
サラダ，豆腐の中華煮

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

235 H25.12.6 H25.12.5 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
坦々麺，牛乳，肉まん，オ
レンジゼリー

不検出 (4.3) 不検出 (4.8)

236 H25.12.6 H25.12.5 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小・中学校

米粉玄米ハニーパン，牛
乳，ミートソーススパゲティ，
キャベツとコーンのサラダ，
さつまいもとりんごのかさね
に

不検出 (4.2) 不検出 (5.0)

237 H25.12.7 H25.12.6 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，豚丼の具，杏
仁フルーツ、もやし汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.4)

238 H25.12.7 H25.12.6 市町村立学校 仙台市 仙台市立榴岡小学校 小学校
ごはん，牛乳，豚肉と野菜
の炒めもの，団子汁，みか
ん

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

239 H25.12.7 H25.12.6 県立学校 宮城県立角田支援学校
麦ごはん，牛乳，八宝菜，
海藻サラダ，ほたてのスー
プ，りんご

不検出 (3.4) 不検出 (4.6)

240 H25.12.12 H25.12.11 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ポークビーンズ
カレー，ヨーグルトあえ，
アーモンドフィッシュ

不検出 (4.6) 不検出 (4.9)
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241 H25.12.12 H25.12.11 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼中央給食センター 小・中学校

麦ごはん，牛乳，和風おろ
し豆腐ハンバーグ，茎わか
め入りきんぴら，小松菜の
みそ汁

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

242 H25.12.12 H25.12.11 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
きのこごはん，牛乳，鮭の
塩焼き，ひじきの煮物，さつ
ま汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)

243 H25.12.12 H25.12.11 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
米粉スイートパン，牛乳，春
巻，焼きそば，フルーツヨー
グルト和え

不検出 (4.7) 不検出 (4.4)

244 H25.12.13 H25.12.12 市町村立学校 大崎市 大崎市古川中学校 中学校

米粉フォカッチャ，牛乳，揚
げ目玉焼き，ドライカレー，
あさりとチンゲンサイ菜の
スープ，ヨーグルト

不検出 (3.9) 不検出 (5.0)

245 H25.12.13 H25.12.12 市町村立学校 仙台市 仙台市高砂学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，かに入りかまぼ
こ，マーボー豆腐，ひじきの
中華和え，黄桃缶

不検出 (4.2) 不検出 (4.4)

246 H25.12.13 H25.12.12 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，鶏肉のレモン
ソース，だいこんサラダ，は
くさいとベーコンのスープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.8)

247 H25.12.13 H25.12.12 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校

ミニ黒角食パン，はちみつ
＆マーガリン，牛乳，かみ
かみ天ぷら，みそけんちん
うどん

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

248 H25.12.16 H25.12.13 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

食パン，メイプル＆マーガリ
ン，牛乳，豚肉のアップル
ソースがけ，豆とコーンのソ
テー，冬野菜のシチュー，

不検出 (4.5) 不検出 (4.2)

249 H25.12.16 H25.12.13 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
あんかけうどん，牛乳，ショ
ウロンポウ，いちごヨーグル
ト

不検出 (4.8) 不検出 (4.4)
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250 H25.12.16 H25.12.13 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小・中学校

米粉パン，牛乳，ポーク
ビーンズ，ブロッコリーサラ
ダ，ふわふわたまごスー
プ，キウイフルーツ

不検出 (4.5) 不検出 (4.4)

251 H25.12.17 H25.12.16 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，スコッチエッ
グ，ブロッコリーサラダ，白
菜のクリームスープ

不検出 (4.9) 不検出 (4.7)

252 H25.12.17 H25.12.16 市町村立学校 仙台市 仙台市立榴岡小学校 小学校
小米粉コッペパン，牛乳，
みそラーメン，とうじかぼ
ちゃ，みかん

不検出 (5.0) 不検出 (4.5)

253 H25.12.17 H25.12.16 県立学校 宮城県立角田支援学校
ご飯，牛乳，煮込みおで
ん，生姜あえ，みそ汁，み
かん

不検出 (4.6) 不検出 (3.9)

254 H25.12.18 H25.12.17 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校

ミニソフトドックパン，牛乳，
クリスピーチキン，ミネスト
ローネ，はなやさいのサラ
ダ，おたのしみセレクト

不検出 (4.7) 不検出 (4.5)

255 H25.12.19 H25.12.18 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，大豆入りドライ
カレー，はくさいとわかめの
スープ，りんご

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

256 H25.12.19 H25.12.18 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼中央給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，笹かまぼこの
磯辺揚げ，五目豆，白菜と
油揚げの味噌汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.5)

257 H25.12.19 H25.12.18 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
ご飯，牛乳，いかの磯辺焼
き，すき昆布の煮物，豚
汁，ソフール

不検出 (4.8) 不検出 (4.9)

258 H25.12.19 H25.12.18 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

ツイストパン，牛乳，ﾌﾗｲﾄﾞ
チキン，グリーンサラダ，
コーンスープ，セレクトケー
キ

不検出 (4.7) 不検出 (5.0)
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259 H25.12.20 H25.12.19 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川中学校 中学校

バターロールパン，牛乳，
鶏の照り焼き，シーフードサ
ラダ，ミネストローネ，クリス
マスデザート（プチパフェ）

不検出 (4.7) 不検出 (4.3)

260 H25.12.20 H25.12.19 市町村立学校 仙台市 仙台市高砂学校給食センター 中学校
ご飯，焼きのり，牛乳，し
しゃもごま揚げ，おでん，小
松菜のおひたし

不検出 (4.4) 不検出 (4.5)

261 H25.12.20 H25.12.19 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，ホキのスタミナ
焼き，冬至かぼちゃ，すいと
ん汁，みかん

不検出 (3.8) 不検出 (4.3)

262 H26.1.17 H26.1.16 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，笹かまの米粉
磯辺揚げ，きゅうりとキャベ
ツの梅和え，マーボー豆腐

不検出 (4.8) 不検出 (4.1)

263 H26.1.17 H26.1.16 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校

ソフトドックパン，ブルーベ
リージャム，牛乳，鱈のきの
こソース，白菜とベーコンの
スープ

不検出 (4.7) 不検出 (4.9)

264 H26.1.17 H26.1.16 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小・中学校

ご飯，のりのつくだに，牛
乳，手作りすきやき入り玉
子焼き，ごまきゅうりづけ，し
らたまぞうに

不検出 (4.1) 不検出 (4.0)

265 H26.1.18 H26.1.17 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，味付けのり，牛乳，は
たはたの立田揚げ，かみマ
ヨサラダ，豚汁

不検出 (3.6) 不検出 (4.8)

266 H26.1.18 H26.1.17 市町村立学校 仙台市 仙台市立榴岡小学校 小学校
ご飯，牛乳，ツナそぼろ，
きゅうりのピリ辛漬け，かき
たま汁

不検出 (3.7) 不検出 (3.3)

267 H26.1.18 H26.1.17 県立学校 宮城県立角田支援学校
ご飯，牛乳，焼き魚（さけ），
しょうがあえ，はっと汁，バ
ナナ

不検出 (4.2) 不検出 (4.3)
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268 H26.1.22 H26.1.21 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
五目ごはん，牛乳，菜の花
入り卵焼き，おひたし，油ふ
のみそ汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.4)

269 H26.1.22 H26.1.21 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼中央給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
大根サラダ，気仙沼産りん
ご

不検出 (3.9) 不検出 (4.2)

270 H26.1.22 H26.1.21 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校

てづくりチーズ蒸しパン，牛
乳，ブロッコリーサラダ，ミネ
ストローネスパゲティ，いよ
かん

不検出 (4.8) 不検出 (4.6)

271 H26.1.22 H26.1.21 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ぶりの照り焼
き，ごぼうとれんこんのきん
ぴら，白玉雑煮，いよかん

不検出 (5.0) 不検出 (4.5)

272 H26.1.23 H26.1.22 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川中学校 中学校
古代米ごはん，牛乳，鯖の
みそ煮，お煮しめ，すまし
汁，ゆずのゼリー

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)

273 H26.1.23 H26.1.22 市町村立学校 仙台市 仙台市高砂学校給食センター 中学校

小バターロールパン，牛
乳，ステックコーヒー，焼き
そば，いかのレモンソース
かけ，大根サラダ，いよかん

不検出 (3.9) 不検出 (4.4)

274 H26.1.23 H26.1.22 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校

チョコチップパン，牛乳，ク
リスピーチキン，和風サラ
ダ，コーンポタージュ，焼き
プリンタルト

不検出 (3.7) 不検出 (3.8)

275 H26.1.23 H26.1.22 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
ご飯，牛乳，甘酢肉団子，
小松菜のゴマ和え，すまし
汁

不検出 (3.7) 不検出 (4.1)

276 H26.1.24 H26.1.23 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，のり佃煮，牛乳，さば
の味噌煮，筑前煮，キムチ
スープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)
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277 H26.1.24 H26.1.23 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
ご飯，牛乳，豆腐の中華
煮，くらげの中華和え

不検出 (4.1) 不検出 (4.9)

278 H26.1.24 H26.1.23 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 小・中学校
ご飯，牛乳，特製焼肉，大
根のごまずあえ，みそやさ
いスープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.9)

279 H26.1.27 H26.1.24 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，笹かまカレー
揚げ，ずんだもち，おくずか
け，ピピピチーズ

不検出 (4.4) 不検出 (4.5)

280 H26.1.27 H26.1.24 市町村立学校 仙台市 仙台市立榴岡小学校 小学校
麦ごはん，牛乳，チキンカ
レー，切り干し大根の中華
和え，みかん

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

281 H26.1.27 H26.1.24 県立学校 宮城県立角田支援学校

ご飯，牛乳，さんまのすり身
汁，ささかまぼこのでんが
く，小松菜のおひたし，りん
ご

不検出 (4.9) 不検出 (4.4)

282 H26.1.28 H26.1.27 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ポークカレー，
かいそうサラダ，みかんゼ
リー

不検出 (4.4) 不検出 (4.1)

283 H26.1.28 H26.1.27 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼中央給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，ふか肉と大豆
のごまがらめ，ほうれん草の
ナムル，チゲ風スープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.8)

284 H26.1.28 H26.1.27 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校
ご飯，牛乳，さばの味噌
煮，肉じゃが，かき玉汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.6)

285 H26.1.29 H26.1.27 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場 小学校
ご飯，焼きのり，牛乳，ミル
メーク，鮭の塩焼き，おひた
し，せんべい汁

不検出 (4.5) 不検出 (4.3)
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286 H26.1.29 H26.1.28 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川中学校 中学校
ご飯､牛乳､ヒレカツ，ポーク
カレー，大根サラダ，りんご

不検出 (4.6) 不検出 (4.0)

287 H26.1.29 H26.1.28 市町村立学校 仙台市 仙台市高砂学校給食センター 中学校

ご飯，しそふりかけ，牛乳，
ささかまぼこのゆず味噌か
け，白菜の即席漬，白玉入
り雑煮，いちご

不検出 (3.8) 不検出 (5.0)

288 H26.1.29 H26.1.28 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ご飯，牛乳，豚肉の生姜焼
き，ポテトサラダ，野菜と
ベーコンのスープ，プリン

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

289 H26.1.29 H26.1.28 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小・中学校
食パン，スライスチーズ，牛
乳，白身魚フライ，ツナマヨ
サラダ，ミネストローネ

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

290 H26.1.29 H26.1.28 市町村立学校 村田町 村田第二小・村田第二中学校給食共同調理場 幼稚園，小・中学校
ちゃんぽんめん，牛乳，ひ
じきサラダ，キャラメルポテ
ト，こざかなアーモンド

不検出 (4.4) 不検出 (4.5)

291 H26.1.30 H26.1.29 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ご飯，牛乳，スタミナ丼の
具，コーンじゃがサラダ，石
狩汁

不検出 (3.9) 不検出 (4.2)

292 H26.1.31 H26.1.29 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第三小学校 小学校
ご飯，牛乳，お魚カレー，フ
ルーツポンチ

不検出 (4.3) 不検出 (4.6)

293 H26.1.31 H26.1.30 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ご飯，牛乳，玉コン醤油
煮，ゴボウサラダ，山形風い
も煮

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

294 H26.1.31 H26.1.30 市町村立学校 仙台市 仙台市立榴岡小学校 小学校
わかめごはん，牛乳，ハン
バーグおろしソース，きざみ
づけ，コーン入り卵スープ

不検出 (4.2) 不検出 (4.9)
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295 H26.1.31 H26.1.30 県立学校 宮城県立角田支援学校
ご飯，牛乳，鶏肉のレモン
ソースかけ，和風サラダ，き
のこ汁，ヨーグルト

不検出 (4.3) 不検出 (3.3)
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