
№ 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 H27.8.27 H27.8.26 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，チキンみそカ
ツ，ブロッコリーとコーンのソ
テー，わかめスープ

不検出 (2.9) 不検出 (4.2)

2 H27.8.27 H27.8.26 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼中央給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，シーフードカ
レー，切干大根の中華サラ
ダ，梨

不検出 (3.0) 不検出 (3.5)

3 H27.8.27 H27.8.26 市町村立学校 仙台市 仙台市立大和小学校 小学校
米粉パン，牛乳，タンドリー
チキン，ポテトとコーンの重
ね煮，冬瓜のスープ

不検出 (2.3) 不検出 (2.7)

4 H27.8.28 H27.8.26 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校共同調理場 中学校
コッペパン，牛乳，チリコン
カン，イタリアンサラダ，野菜
スープ

不検出 (2.8) 不検出 (4.0)

5 H27.8.28 H27.8.27 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻給食センター
（中１コース） 中学校

食パン，マーマレード，牛
乳，ハンバーグのトマトソー
スかけ，マカロニサラダ（マヨ
ネーズ），野菜ときのこの
スープ

不検出 (3.1) 不検出 (2.9)

6 H27.8.28 H27.8.27 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，焼き肉，かみ
かみサラダ，みそラーメン，
カスタードプリン

不検出 (2.5) 不検出 (3.0)

7 H27.8.28 H27.8.27 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，ビビンバ（肉
炒め，ナムル），わかめスー
プ

不検出 (2.8) 不検出 (3.4)

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
　一般財団法人　日本冷凍食品検査協会　仙台検査所
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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）

8 H27.8.28 H27.8.27 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，えだまめカ
レー，ふくじん漬け，海草サ
ラダ，すいか

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

9 H27.8.28 H27.8.27 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，春巻，海藻
サラダ，マーボー豆腐

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

10 H27.9.1 H27.8.28 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

背割りソフトパン，牛乳，ス
ティックとんかつ（パックソー
ス），れんこんサラダ（ごまド
レッシング），名取市産小松
菜とたまごのスープ，パイン

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

11 H27.9.1 H27.8.28 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校
ごはん，牛乳，いわしのしょ
うが煮，ささみと豆もやしの
和え物，芋のこ汁

不検出 (2.6) 不検出 (2.8)

12 H27.9.1 H27.8.28 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，のりふりか
け，ミートコロッケ（ソース），
バンバンジーサラダ，モロヘ
イヤ入り中華たまごスープ

不検出 (3.3) 不検出 (2.7)

13 H27.9.2 H27.9.1 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校共同調理場 中学校

ごはん，味付けのり，牛乳、
ししゃものうまか揚げ，チン
ゲンサイの炒め物，女川町
産ふのりのみそ汁

不検出 (1.9) 不検出 (2.9)

14 H27.9.2 H27.9.1 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼中央給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，マーボー豆
腐，えびシューマイ，オレン
ジ

不検出 (2.3) 不検出 (2.8)

15 H27.9.2 H27.9.1 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，あじうめしそ
フライ，すきこんぶの煮物，
じゃがいもとにらのみそ汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

16 H27.9.3 H27.9.2 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻給食センター
（中１コース） 中学校
ごはん，ひじきふりかけ，牛
乳，きす天ぷら，豚汁，冷凍
みかん

不検出 (2.7) 不検出 (3.6)
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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）

17 H27.9.3 H27.9.2 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第二小学校 小学校

ツイストパン，牛乳，かぼ
ちゃコロッケ，なす入りミート
スパゲッティ，たまごとトマト
のスープ

不検出 (3.6) 不検出 (3.1)

18 H27.9.3 H27.9.2 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

パンプキンパン，牛乳，チー
ズオムレツのきのこソース，
グリーンサラダ，ミネストロー
ネスープ

不検出 (2.9) 不検出 (3.0)

19 H27.9.7 H27.9.3 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，笹かまのゆ
かり揚げ，油麩とじゃがいも
の煮物，名取産小松菜のみ
そ汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

20 H27.9.7 H27.9.3 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
ミルクパン，牛乳，野菜
シューマイ，広東麺，梨入り
白玉パンチ

不検出 (2.3) 不検出 (2.8)

21 H27.9.7 H27.9.3 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，ミルメーク
コーヒー，まぐろの照焼き，
すきこんぶの炒り煮，みそ
汁

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

22 H27.9.8 H27.9.4 市町村立学校 仙台市 仙台市立大和小学校 小学校
しそごはん，牛乳，ゴーヤ
チャンプルー，もずくスー
プ，冷凍パインアップル

不検出 (2.6) 不検出 (3.1)

23 H27.9.8 H27.9.4 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，メンチカツ
（パックソース），春雨サラ
ダ，チンゲンサイのスープ

不検出 (2.6) 不検出 (3.4)

24 H27.9.8 H27.9.4 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立月見ヶ丘小学校 小学校
二色丼，牛乳，さつま汁，冷
凍みかん

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

25 H27.9.9 H27.9.8 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ツイストパン，牛乳，メンチカ
ツ（パックソース），大根サラ
ダ（柑橘ドレッシング），コー
ンポタージュ

不検出 (1.9) 不検出 (4.0)
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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）

26 H27.9.9 H27.9.8 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校

豆乳食パン，とふっ恋ジャ
ム，たれ付き肉団子照焼き
味，コールスローサラダ，
コーンチャウダー

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

27 H27.9.9 H27.9.8 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，筑前煮，すまし汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

28 H27.9.10 H27.9.9 市町村立学校 仙台市 仙台市立大和小学校 小学校
小ソフトパン，牛乳，ソース
焼きそば，揚げぎょうざ，ゆ
で枝豆

不検出 (2.5) 不検出 (3.9)

29 H27.9.10 H27.9.9 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，えびカツ
（パックソース），フレンチサ
ラダ（パックドレッシング），
みそ米粉ワンタン

不検出 (3.3) 不検出 (4.1)

30 H27.9.10 H27.9.9 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立月見ヶ丘小学校 小学校
ツイストパン，牛乳，オムレ
ツきのこソースかけ，野菜の
スープ煮，ぶどう

不検出 (3.3) 不検出 (4.5)

31 H27.9.11 H27.9.10 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校共同調理場 中学校
ターメリックライス，牛乳，ド
ライカレー，コールスローサ
ラダ，冷凍みかん

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

32 H27.9.11 H27.9.10 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼中央給食センター 小学校・中学校
食パン，はちみつ，牛乳，
肉団子のデミグラソース煮，
コーンサラダ，梨

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

33 H27.9.11 H27.9.10 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，味付けのり，牛乳，
赤魚のキムチ焼き，きんぴら
ごぼう，油麩のみそ汁

不検出 (2.5) 不検出 (2.3)

34 H27.9.14 H27.9.11 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，豚肉ときのこのピリ
辛炒め，春雨五目スープ，
フルーツ杏仁

不検出 (2.3) 不検出 (2.5)
※大雨のた
め牛乳の提
供無し
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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）

35 H27.9.16 H27.9.14 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，大豆入りドラ
イカレー，わかめとたまごの
スープ，冷凍洋なし

不検出 (2.3) 不検出 (3.1)

36 H27.9.16 H27.9.15 市町村立学校 仙台市 仙台市立大和小学校 小学校
ごはん，牛乳、チキンみそカ
ツ，もやしとベーコンのソ
テー，けんちん汁

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)

37 H27.9.16 H27.9.15 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，さけのレモン
風味焼き，ごぼうのごまみそ
炒め，けんちん汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

38 H27.9.16 H27.9.15 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立月見ヶ丘小学校 小学校
米粉フォカッチャ，牛乳，チ
リコンカン，ジャーマンポテ
ト，ジュリアンスープ

不検出 (2.8) 不検出 (4.3)

39 H27.9.16 H27.9.15 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼中央給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，豚肉とコーン
の中華煮，もやしのピリ辛漬
け，グレープフルーツ

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

40 H27.9.17 H27.9.16 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，さんまの蒲焼
き，きゅうりとキャベツの梅和
え，みそ野菜スープ

不検出 (2.2) 不検出 (2.9)

41 H27.9.17 H27.9.16 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，豚キムチ丼
の具，リャンバンサンスー，
かきたま汁

不検出 (2.4) 不検出 (2.2)

42 H27.9.17 H27.9.16 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
パンプキンパン，牛乳，えび
マカロニグラタン，ポトフ，フ
ルーツカクテル

不検出 (4.1) 不検出 (4.3)

43 H27.9.17 H27.9.16 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第二小学校 小学校
米粉パン　牛乳　きんぴら
つくね　小松菜の五目炒め
なすと油揚げのうどん

不検出 (4.0) 不検出 (3.6)
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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）

44 H27.9.18 H27.9.17 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻給食センター
（中１コース） 中学校

ソフトパン，牛乳，ポークス
テーキのソースかけ，フレン
チサラダ（洋風ドレッシン
グ），チーズスープ，梨

不検出 (2.5) 不検出 (3.1)

45 H27.9.18 H27.9.17 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，じゃがいものそぼろ煮，
きのこのみそ汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

46 H27.9.18 H27.9.17 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，まぐろのかり
ん揚げ，小松菜の磯辺あ
え，ごま入りもやしスープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

47 H27.9.18 H27.9.17 市町村立学校 女川町 女川町立女川中学校共同調理場 中学校
ごはん，牛乳，笹かまの磯
辺揚げ，鶏肉と大根の炒り
煮，小松菜のみそ汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

48 H27.9.28 H27.9.24 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，白身魚の天
ぷら（パック天つゆ），れんこ
んのきんぴら，白玉だんご
汁，お月見ゼリー

不検出 (3.1) 不検出 (3.0)

49 H27.9.28 H27.9.24 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
バターロールパン，牛乳，ハ
ヤシシチュー，グリーンサラ
ダ，冷凍パインアップル

不検出 (2.9) 不検出 (2.1)

50 H27.9.28 H27.9.24 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ナン，牛乳，キーマカレー，
キャベツのスープ，りんご

不検出 (4.4) 不検出 (4.9)

51 H27.9.28 H27.9.24 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，さんまの塩焼
き，切干大根のサラダ，いも
団子汁，月見ゼリー

不検出 (2.5) 不検出 (2.5)

52 H27.9.28 H27.9.24 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼中央給食センター 小学校・中学校

パンプキンパン，牛乳，タン
ドリーチキン，和風サラダ
（パック和風ドレッシング），
ミネストローネ

不検出 (3.9) 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）

53 H27.9.28 H27.9.24 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，ポークカ
レー，フルーツ杏仁，アー
モンドフィッシュ

不検出 (2.5) 不検出 (2.7)

54 H27.9.28 H27.9.25 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻給食センター
（中１コース） 中学校

丸パン，牛乳，チーズハン
バーグ，コールスロー，マカ
ロニと野菜のスープ，冷凍
パインアップル

不検出 (2.1) 不検出 (2.9)

55 H27.9.28 H27.9.25 市町村立学校 仙台市 仙台市立大和小学校 小学校

ごはん，味付けのり，牛乳，
笹かまぼこの生姜焼き，ひ
きな汁，栗入りみたらしだん
ご

不検出 (2.6) 不検出 (2.9)

56 H27.9.28 H27.9.25 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，まぐろのオー
ロラあえ，まめまめサラダ，
えびとなめこのスープ

不検出 (3.0) 不検出 (3.2)

57 H27.9.28 H27.9.25 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立月見ヶ丘小学校 小学校
五目うどん，牛乳，厚焼きた
まご，ごま団子

不検出 (2.4) 不検出 (2.2)

58 H27.9.28 H27.9.25 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，しいらの竜田
揚げ，えのきときゅうりの酢
の物，おくずかけ，巨峰

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

59 H27.9.28 H27.9.25 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

ごはん，牛乳，さばのごま風
味焼き，もやしのピリ辛炒
め，おくずかけ，お月見団
子

不検出 (2.4) 不検出 (3.2)

60 H27.9.30 H27.9.29 市町村立学校 仙台市 仙台市立長町南小学校 小学校
むぎごはん，牛乳，さんまの
塩ふり焼き，宮城県風いも
煮，梨

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

61 H27.9.30 H27.9.29 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
五目ごはん，牛乳，ほっけ
塩焼き，ひじきサラダ，肉う
どん，チーズ

不検出 (2.4) 不検出 (2.6)
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62 H27.9.30 H27.9.29 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立月見ヶ丘小学校 小学校

横割り丸パン，牛乳，ハン
バーグマスタードソース，
キャベツのクリームスープ，
りんご

不検出 (2.2) 不検出 (3.4)

63 H27.9.30 H27.9.29 県立学校 宮城県立古川支援学校

米粉スイートチーズパン，牛
乳，鶏肉のレモン風味，ブ
ロッコリーサラダ，パンプキ
ンポタージュ，梨

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)

64 H27.9.30 H27.9.29 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻給食センター
（中１コース） 中学校

食パン，スライスチーズ，牛
乳，チキンカツ（ソース），コ
ンソメスープ，フルーツポン
チ

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

65 H27.10.1 H27.9.30 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，ふりかけ，牛乳，さ
んまの塩焼き，切干大根の
煮物，小松菜のみそ汁，

不検出 (2.5) 不検出 (3.0)

66 H27.10.5 H27.10.1 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小学校
牛乳，鶏肉の青のりピカタ，
レンコンサラダ，豆腐とわか
めのみそ汁

不検出 (3.6) 不検出 (4.6)

67 H27.10.5 H27.10.1 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

ごはん，牛乳，あじの醤油
麹焼き，茎わかめの炒り煮，
じゃがいもの味噌汁，ヨーグ
ル

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

68 H27.10.5 H27.10.1 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館

ココアパン，牛乳，コリコリ団
子のとふっ恋BBQソースが
け，かみかみ和え，ポテト館
のポタージュ（スイートポテト
味）

不検出 (3.6) 不検出 (3.7)

69 H27.10.5 H27.10.1 市町村立学校 仙台市 宮城学校給食センター 中学校
メロンパン，牛乳，鶏肉の
マーマレード焼き，えびチャ
ウダー，ミニトマト

不検出 (2.6) 不検出 (3.7)

70 H27.10.5 H27.10.1 市町村立学校 大崎市 鹿島台中学校 中学校
牛乳，サバのみそ煮，炒り
豆腐，もやしスープ，フルー
ツヨーグルト

不検出 (3.1) 不検出 (3.3)
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71 H27.10.6 H27.10.1 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，鶏の照り焼
き，きんぴらごぼう，なめこ
汁，梨

不検出 (2.4) 不検出 (3.6)

72 H27.10.6 H27.10.2 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター
ごはん，牛乳，ひき肉の中
華そぼろ，もやしの中華あ
え，白菜スープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)

73 H27.10.6 H27.10.2 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
金時豆パン（小），牛乳，
ぎょうざ，海そうサラダ（しそ
ドレッシング），五目うどん

不検出 (2.8) 不検出 (2.2)

74 H27.10.6 H27.10.5 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さばの塩焼
き，切干大根の炒め煮，豚
汁，りんご

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

75 H27.10.6 H27.10.5 市町村立学校 仙台市 宮城学校給食センター 中学校
五目ごはん（きざみのり），
牛乳，ささかまぼこの磯辺揚
げ，けんちん汁，梨

不検出 (2.6) 不検出 (3.8)

76 H27.10.6 H27.10.5 市町村立学校 大崎市 鹿島台中学校 中学校
牛乳，鶏肉と芋の揚げ煮，
五色おかか和え，凍み豆腐
のみそ汁，りんご

不検出 (3.2) 不検出 (3.2)

77 H27.10.7 H27.10.6 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小学校
牛乳，さけの塩焼き，豚肉と
厚揚げの味噌炒め，白菜の
中華スープ

不検出 (3.2) 不検出 (3.7)

78 H27.10.8 H27.10.6 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，揚げぎょう
ざ，もやしのピリ辛和え，サ
ンラータン風スープ

不検出 (2.8) 不検出 (2.7)

79 H27.10.7 H27.10.6 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，チキンカツ
（パックソース），れんこんサ
ラダ，ふかふか団子スープ

不検出 (2.6) 不検出 (2.8)
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80 H27.10.8 H27.10.7 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター

ソフトコッペパン，ブルーベ
リージャム，牛乳，ペンネ
ミートソース，豆腐ナゲット
（ケチャップ），花野菜のサ
ラダ

不検出 (2.7) 不検出 (3.6)

81 H27.10.8 H27.10.7 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館
ごはん，牛乳，手作り松風
焼き，小松菜の胡麻和え，
じゃがもちじる

不検出 (2.8) 不検出 (2.8)

82 H27.10.8 H27.10.7 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，豚肉のみそ
漬け焼き，名取産小松菜の
ごま和え，わかめスープ，小
魚アーモンド

不検出 (3.1) 不検出 (3.1)

83 H27.10.10 H27.10.8 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ケ丘小学校 小学校
舞茸ご飯，牛乳，油麩入り
肉じゃが，ひきな汁

不検出 (3.5) 不検出 (3.7)

84 H27.10.10 H27.10.8 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，コーンソテー，おくずか
け，ブルーベリークレープ

不検出 (2.9) 不検出 (2.9)

85 H27.10.10 H27.10.8 県立学校 宮城県立古川支援学校
広東麺，牛乳，すずかけ揚
げぎょうざ，ごぼうサラダ

不検出 (3.1) 不検出 (2.7)

86 H27.10.10 H27.10.8 市町村立学校 仙台市 仙台市立長町南小学校 小学校
ごはん，牛乳，みそまめ，
はっと汁，みかん

不検出 (2.3) 不検出 (3.7)

87 H27.10.14 H27.10.13 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター
ごはん，牛乳，チキンカ
レー，茎わかめの炒り煮，乙
女りんご

不検出 (3.0) 不検出 (3.4)

88 H27.10.14 H27.10.13 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校
背割りソフトパン，牛乳，チリ
コンカン，焼き芋，かぶと白
菜のスープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)
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89 H27.10.14 H27.10.13 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，さ
さみフライ（パックソース），
ごぼうサラダ（ごまドレッシン
グ），ミネストローネ

不検出 (2.6) 不検出 (2.9)

90 H27.10.16 H27.10.14 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ケ丘小学校 小学校

ソフトドックパン，牛乳，かぼ
ちゃコロッケ，バンバンジー
サラダ，きのこのクリーム
スープ

不検出 (3.4) 不検出 (2.7)

91 H27.10.16 H27.10.14 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，かぼちゃコ
ロッケ，ペンネのミートソース
ソテー，コンソメスープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.5)

92 H27.10.16 H27.10.14 県立学校 宮城県立古川支援学校
ごはん，牛乳，赤魚の照り
焼き，浅漬け，豚汁，りんご

不検出 (3.2) 不検出 (3.3)

93 H27.10.16 H27.10.15 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小学校
牛乳，きのこカレー，海藻サ
ラダ，りんご入りフルーツ白
玉

不検出 (3.0) 不検出 (3.1)

94 H27.10.19 H27.10.15 市町村立学校 仙台市 仙台市立長町南小学校 小学校
ごはん，牛乳，八宝菜，揚
げぎょうざ，りんご

不検出 (2.9) 不検出 (3.5)

95 H27.10.19 H27.10.15 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
きのこごはん，牛乳，いわし
の梅煮，キャベツと大豆のご
ま和え，みそけんちん汁

不検出 (3.0) 不検出 (2.7)

96 H27.10.16 H27.10.15 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，ポテトコロッ
ケ，すき焼き煮，アーモンド
フィッシュ

不検出 (2.6) 不検出 (2.2)

97 H27.10.19 H27.10.16 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，鶏ささみのレ
モン煮，小松菜のおひた
し，ごま入りもやしスープ

不検出 (2.4) 不検出 (3.1)
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98 H27.10.19 H27.10.16 市町村立学校 仙台市 宮城学校給食センター 中学校

ごはん，わかめふりかけ，牛
乳，ししゃもフライ（ソース），
豚肉とじゃがいものチゲ，
ミックスフルーツ

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

99 H27.10.19 H27.10.16 市町村立学校 大崎市 鹿島台中学校 中学校

ココアパン，牛乳，コーン
たっぷりフライ，豆マメサラ
ダ，豚肉とゴボウのみそうど
ん

不検出 (2.7) 不検出 (3.1)

100 H27.10.21 H27.10.20 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ケ丘小学校 小学校
米粉パン，牛乳，しおがま
サラダ，焼きいも，なめこ
スープ

不検出 (2.2) 不検出 (3.5)

101 H27.10.21 H27.10.20 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，鶏から揚げ，
小松菜のサラダ，豆腐チ
ゲ，ピピピチーズ

不検出 (2.2) 不検出 (2.7)

102 H27.10.21 H27.10.20 県立学校 宮城県立古川支援学校

パンプキンパン，牛乳，カッ
プミートローフ，キャベツとハ
ムのサラダ，キャロットポター
ジュ，ラフランスゼリー

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

103 H27.10.21 H27.10.20 市町村立学校 仙台市 仙台市立長町南小学校 小学校
麦ごはん，牛乳，さんまの
しょうが煮，さつま汁，梨

不検出 (2.5) 不検出 (2.3)

104 H27.10.22 H27.10.21 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター

ココア米粉パン，牛乳，ささ
みチーズフライ(ソース），か
ぼちゃのサラダ，洋風卵
スープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.7)

105 H27.10.22 H27.10.21 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，とりそぼろ
丼，味噌けんちん汁，花み
かん

不検出 (1.8) 不検出 (3.2)

106 H27.10.22 H27.10.21 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，筑前煮，大根とえのきの
みそ汁

不検出 (2.4) 不検出 (3.2)
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107 H27.10.23 H27.10.22 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，ささかまのピ
カタ，キャベツのごま炒め，
味噌けんちん汁，納豆

不検出 (3.0) 不検出 (3.9)

108 H27.10.23 H27.10.22 市町村立学校 仙台市 宮城学校給食センター 中学校

横割り丸パン，牛乳，えびカ
ツ（ソース），グリーンサラダ
（洋風ドレッシング），じゃが
いものスープ煮，ヨーグルト

不検出 (3.0) 不検出 (3.3)

109 H27.10.23 H27.10.22 市町村立学校 大崎市 鹿島台中学校 中学校
牛乳，厚揚げと豚肉の中華
煮，ターサイパオズ，ナスの
みそ汁，りんご

不検出 (3.2) 不検出 (2.6)

110 H27.10.26 H27.10.23 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小学校
牛乳，豚肉の生姜焼き，ご
ぼうサラダ，なめこのみそ汁

不検出 (2.4) 不検出 (2.9)

111 H27.10.26 H27.10.23 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
ごはん，牛乳，さばの竜田
揚げ，しめじ入りおひたし，
さつま汁，みかん

不検出 (2.9) 不検出 (3.6)

112 H27.10.26 H27.10.23 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
バターロール，牛乳，焼きぐ
りコロッケ，カレーうどん，
ヨーグルト

不検出 (1.8) 不検出 (2.9)

113 H27.10.27 H27.10.26 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ケ丘小学校 小学校
カレーうどん，牛乳，ひじき
サラダ，柿

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)

114 H27.10.27 H27.10.26 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，野菜ふりかけ，牛
乳，笹かまのピザソース焼
き，ポテトサラダ，野菜スー
プ

不検出 (2.7) 不検出 (2.5)

115 H27.10.27 H27.10.26 県立学校 宮城県立古川支援学校

ビビンバ（ごはん，焼き肉，
ナムル，錦糸卵，辛みそ），
牛乳，米粉ワンタンスープ，
フルーツ杏仁

不検出 (3.0) 不検出 (3.3)
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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）

116 H27.10.28 H27.10.27 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

わかめごはん，牛乳，ポテト
コロッケ（パックソース），きん
ぴらごぼう，だいこんの味噌
汁，みかん

不検出 (3.4) 不検出 (2.6)

117 H27.10.28 H27.10.27 市町村立学校 仙台市 宮城学校給食センター 中学校
麦ごはん，牛乳，ポークカ
レー，ゆで卵，ほうれんそう
とツナのソテー

不検出 (2.8) 不検出 (2.7)

118 H27.10.28 H27.10.27 市町村立学校 大崎市 鹿島台中学校 中学校
チョコパン，牛乳，焼き栗コ
ロッケ，ウィンナー野菜炒
め，五目うーめん

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

119 H27.10.29 H27.10.28 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立小原木共同調理場 小学校
牛乳，青椒肉絲，中華大根
サラダ，餃子スープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.4)

120 H27.10.29 H27.10.28 市町村立学校 仙台市 仙台市立長町南小学校 小学校
小ツイストパン，牛乳，わか
めうどん，こうなご入りかき揚
げ，オレンジ

不検出 (3.1) 不検出 (3.2)

121 H27.10.29 H27.10.28 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
コッペパン，牛乳，肉団子の
トマト煮，豆サラダ，ウィン
ナースープ

不検出 (3.0) 不検出 (3.2)

122 H27.10.29 H27.10.28 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，はるまき，
マーボーどうふ，グレープフ
ルーツ

不検出 (2.5) 不検出 (2.8)

123 H27.10.30 H27.10.29 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター
ごはん，牛乳，肉だんご，
じゃがいものそぼろ煮，きの
このうすくず汁

不検出 (3.1) 不検出 (3.4)

124 H27.10.30 H27.10.29 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校
背割りコッペパン，肉シュー
マイ，焼きそば，フルーツの
ミルクゼリー和え，牛乳

不検出 (2.3) 不検出 (3.4)
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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）

125 H27.10.30 H27.10.29 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，いかの照り焼
き，肉じゃが，なめこ汁

不検出 (2.2) 不検出 (3.0)

126 H27.11.5 H27.11.4 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立浦戸小学校 小学校
みそラーメン，牛乳，ミニ肉
まん，チキンサラダ

不検出 (3.3) 不検出 (2.6)

127 H27.11.5 H27.11.4 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
米粉パン，牛乳，長野県の
郷土料理「山賊揚げ」，小
松菜のお浸し，じゃじゃ麺

不検出 (4.2) 不検出 (3.5)

128 H27.11.5 H27.11.4 市町村立学校 気仙沼市 大島共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，チンジャオ
ロース，ギョーザスープ，豆
乳パンナコッタ

不検出 (2.4) 不検出 (3.0)

129 H27.11.5 H27.11.4 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，仙台青葉餃
子，もやしナムル，わかめ
スープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

130 H27.11.6 H27.11.5 市町村立学校 仙台市 仙台市加茂学校給食センター 小学校

しょくパン，りんごジャム，牛
乳，さけのガーリック焼き，う
ずらたまごといんげんまめの
シチュー，グレープフルー
ツ

不検出 (2.1) 不検出 (4.3)

131 H27.11.6 H27.11.5 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，ほっけの塩
焼き，中華サラダ，かきたま
スープ，クレープ

不検出 (3.0) 不検出 (3.4)

132 H27.11.6 H27.11.5 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子小学校 小学校
ごはん，牛乳，笹かま磯辺
揚げ，おからいり，里芋とな
めこのみそ汁

不検出 (2.6) 不検出 (4.1)

133 H27.11.6 H27.11.5 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，鶏肉と野菜
のケチャップ炒め，ごま入り
もやしスープ，りんご

不検出 (3.3) 不検出 (2.8)
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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）

134 H27.11.9 H27.11.6 市町村立学校 仙台市 仙台市立高森中学校 中学校
きんときまめパン，牛乳，大
豆と小魚の丸ごと揚げ，あ
んかけうどん，りんご

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

135 H27.11.9 H27.11.6 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

メロンパン，牛乳，鶏肉の
ハーブ焼き，かみかみサラ
ダ，春雨スープ，ぶどうゼ
リー

不検出 (2.1) 不検出 (3.1)

136 H27.11.9 H27.11.6 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，納豆，ツナサ
ラダ，とん汁

不検出 (3.0) 不検出 (3.2)

137 H27.11.9 H27.11.6 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，鮭チーズフラ
イ（パックソース），切干大根
の炒り煮，沢煮椀

不検出 (2.7) 不検出 (3.8)

138 H27.11.9 H27.11.6 県立学校 宮城県船岡支援学校
ごはん，牛乳，おでん，キャ
ベツの浅漬け，さつま汁，柿

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

139 H27.11.11 H27.11.10 市町村立学校 仙台市 仙台市加茂学校給食センター 小学校

しょくパン，チョコレートク
リーム，牛乳，タンドリーチキ
ン，じゃがいものチーズ煮，
キャベツといんげんまめの
スープ

不検出 (2.1) 不検出 (3.2)

140 H27.11.11 H27.11.10 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子小学校 小学校
米粉スイートチーズパン，牛
乳，手作りエビグラタン，カミ
カミサラダ，ワンタンスープ

不検出 (3.0) 不検出 (3.0)

141 H27.11.11 H27.11.10 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，豆もやしのナ
ムル，マーボー豆腐，大学
芋

不検出 (2.8) 不検出 (3.6)

142 H27.11.12 H27.11.11 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
むぎごはん，宮城県産大豆
の納豆，牛乳，五分漬け合
え，すき焼き煮

不検出 (2.7) 不検出 2,7
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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）

143 H27.11.12 H27.11.11 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校

ツイストパン，牛乳，白いん
げん豆のコロッケ（パック
ソース），グリーンサラダ，鶏
とマカロニシチュー

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

144 H27.11.12 H27.11.11 県立学校 宮城県船岡支援学校
ごはん，牛乳，豚肉の生姜
焼き（ブロッコリー），お煮し
め，つみれ汁

不検出 (2.5) 不検出 (2.7)

145 H27.11.13 H27.11.12 市町村立学校 仙台市 仙台市立高森中学校 中学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，からしあえ，のっぺい汁

不検出 (2.4) 不検出 (3.3)

146 H27.11.13 H27.11.12 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，ふりかけ，牛乳，ト
マトオムレツ，コールスロー
サラダ，クリームシチュー

不検出 (3.1) 不検出 (2.9)

147 H27.11.16 H27.11.13 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校

ごはん，牛乳，鮭のみそマヨ
ネーズ焼き青のり風味，キャ
ベツのおかか和え，すまし
汁

不検出 (3.2) 不検出 (2.2)

148 H27.11.16 H27.11.13 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
ごはん，牛乳，酢豚，棒棒
鶏サラダ，きのこスープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.0)

149 H27.11.16 H27.11.13 市町村立学校 気仙沼市 大島共同調理場 小学校・中学校
ピタパン，牛乳，キーマカ
レー，コーンポタージュ，ラ
フランスゼリー

不検出 (2.6) 不検出 (3.1)

150 H27.11.16 H27.11.13 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
丸パン，牛乳，照り焼きハン
バーグ，さつまいもサラダ，
キャベツとコーンのスープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.4)

151 H27.11.17 H27.11.16 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立浦戸小学校 小学校
チョコレートパン，牛乳，笹
かまピザ，コーンクリーム
スープ，ラフランス

不検出 (3.1) 不検出 (3.1)
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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）

152 H27.11.18 H27.11.17 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，白身魚
のジェノバソース焼き，
ジャーマンポテト，トマトスー
プ

不検出 (3.2) 不検出 (3.7)

153 H27.11.18 H27.11.17 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
ミルクパン，牛乳，大豆小魚
かき揚げ，五目うどん，グ
レープフルーツ

不検出 (2.2) 不検出 (3.5)

154 H27.11.18 H27.11.17 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
中華飯，牛乳，仙台青葉餃
子，大郷町産りんご

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

155 H27.11.18 H27.11.17 県立学校 宮城県船岡支援学校
セルフ天ぷらうどん，牛乳，
切干大根の炒り煮，りんご

不検出 (2.3) 不検出 (3.4)

156 H27.11.19 H27.11.18 市町村立学校 仙台市 仙台市立高森中学校 中学校

横割り丸パン，スライスチー
ズ，牛乳，ポークハンバー
グ，さつまいもとりんごの重
ね煮，野菜スープ

不検出 (2.4) 不検出 (2.9)

157 H27.11.19 H27.11.18 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，さばピリカラ
焼き，五目豆，なめこ汁

不検出 (2.2) 不検出 (3.0)

158 H27.11.20 H27.11.19 市町村立学校 気仙沼市 大島共同調理場 小学校・中学校
油麩丼，牛乳，豚汁，みか
ん

不検出 (2.5) 不検出 (4.1)

159 H27.11.20 H27.11.19 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
きのこごはん，牛乳，卵焼
き，小松菜のおひたし，油
麩のみそ汁

不検出 (2.9) 不検出 (2.2)

160 H27.11.24 H27.11.20 市町村立学校 仙台市 仙台市加茂学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，ほっけの塩
焼き，すきこんぶ，じゃがい
もと大根のみそ汁

不検出 (2.8) 不検出 (4.0)
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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）

161 H27.11.24 H27.11.20 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立浦戸小学校 小学校
ごはん，ふりかけ，牛乳，す
き焼き煮，ごぼうサラダ

不検出 (2.8) 不検出 (2.8)

162 H27.11.24 H27.11.20 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子小学校 小学校
ツナ三色丼，牛乳，もやしと
ほうれん草のナムル，キムチ
汁，ヨーグルト

不検出 (2.4) 不検出 (3.3)

163 H27.11.24 H27.11.20 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，ドライカ
レー，ワカメスープ，フルー
ツヨーグルト

不検出 (3.0) 不検出 (4.1)

164 H27.11.24 H27.11.20 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

麦ごはん，牛乳，ドライカ
レー，高政の笹かまぼこ入り
「女川っこサラダ」，チンゲン
サイのスープ

不検出 (3.3) 不検出 (3.2)

165 H27.11.25 H27.11.24 市町村立学校 仙台市 仙台市立高森中学校 中学校
ごはん，牛乳，豚丼の具，
小松菜と油揚げのみそ汁，
りんご

不検出 (3.1) 不検出 (3.5)

166 H27.11.25 H27.11.24 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，さんま蒲焼
き，ひじき炒り煮，わかめの
みそ汁

不検出 (2.2) 不検出 (3.3)

167 H27.11.25 H27.11.24 市町村立学校 塩竈市 塩釜市立浦戸小学校 小学校

ごはん，牛乳，鮭の塩焼き，
キャベツのおかか和え，れ
んこん団子のみそ汁，和梨
ゼリー

不検出 (2.3) 不検出 (3.3)

168 H27.11.26 H27.11.25 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

フィッシュバーガー，牛乳，
手作りタルタルソース，キャ
ベツとコーンのソテー，スペ
イン風スープ

不検出 (3.3) 不検出 (4.2)

169 H27.11.26 H27.11.25 市町村立学校 気仙沼市 大島共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，鯖のしゅんゆ
い，海藻サラダ，にらたま
スープ

不検出 (2.7) 不検出 (2.2)
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検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

170 H27.11.26 H27.11.25 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，大豆入りドラ
イカレー，チンゲンサイと卵
のスープ，みかん

不検出 (3.0) 不検出 (4.2)

171 H27.11.27 H27.11.26 市町村立学校 仙台市 仙台市加茂学校給食センター 小学校
むぎごはん，牛乳，ハヤシ
シチュー，コーンビーンズソ
テー，ヨーグルト

不検出 (2.7) 不検出 (3.6)

172 H27.11.27 H27.11.26 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子小学校 小学校
ごはん，牛乳，鮭塩焼き，ひ
じきと大豆の炒り煮，ふのみ
そ汁

不検出 (2.3) 不検出 (3.1)

173 H27.11.27 H27.11.26 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

中華飯（麦ごはん），牛乳，
大豆と小魚のごまがらめ，
きゅうりとわかめサラダ，白ご
まプリン

不検出 (2.7) 不検出 (3.5)

174 H27.11.30 H27.11.27 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，ハンバーグのデミソース
がけ，豆とコーンのサラダ
（フレンチドレッシング），さ
つま芋のポタージュ

不検出 (2.6) 不検出 (2.6)

175 H27.11.30 H27.11.27 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，チキンカ
レー，グリーンサラダ，みか
ん

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

176 H27.11.30 H27.11.27 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，たらのしょう
ゆこうじ焼き，すき昆布の煮
物，みそワンタンスープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.0)

177 H27.11.30 H27.11.27 県立学校 宮城県船岡支援学校
チキンカレーライス，牛乳，
グリーンサラダ，大根スープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.0)

178 H27.12.2 H27.12.1 市町村立学校 気仙沼市 大島共同調理場 小学校・中学校
セルフビビンバ（ごはん，ビ
ビンバ具），牛乳，えびだん
ごのスープ，フルーツ杏仁

不検出 (3.2) 不検出 (3.0)
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179 H27.12.2 H27.12.1 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
ごはん，牛乳，豚肉のつや
つや揚げ，野菜のうま煮，に
らたまスープ

不検出 (2.8) 不検出 (2.9)

180 H27.12.2 H27.12.1 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さばのゆず
塩こうじ焼き，肉じゃが，もや
しと油揚げのみそ汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.7)

181 H27.12.3 H27.12.2 市町村立学校 大崎市 大崎市立鳴子小学校 小学校

ごはん，牛乳，かつおのかり
んとうあげ，小松菜としめじ
のバター炒め，さつま汁，み
かん

不検出 (2.2) 不検出 (3.0)

182 H27.2.3 H27.12.2 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

ミルクパン，牛乳，チーズオ
ムレツのトマトソース，きのこ
とペンネのソテー，野菜スー
プ

不検出 (3.0) 不検出 (3.6)

183 H27.12.3 H27.12.2 市町村立学校 仙台市 仙台市加茂学校給食センター 小学校

しょくパン，りんごジャム，牛
乳，チンゲンサイとコーンの
ソテー，きのことまめのシ
チュー，グレープフルーツ

不検出 (3.8) 不検出 (2.9)

184 H27.12.5 H27.12.3 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，ししゃもフラ
イ，きゅうりとわかめの酢のも
の，豚汁

不検出 (2.2) 不検出 (2.7)

185 H27.12.5 H27.12.3 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
親子丼，牛乳，白菜のおひ
たし，じゃがいものみそ汁

不検出 (2.4) 不検出 (3.6)

186 H27.12.5 H27.12.3 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
バターロールパン，牛乳，ハ
ヤシシチュー，グリーンサラ
ダ，冷凍パイン

不検出 (3.2) 不検出 (3.0)

187 H27.12.5 H27.12.3 県立学校 船岡支援学校
チーズパン，牛乳，カント
リーサラダ，ミートボールシ
チュー

不検出 (3.2) 不検出 (3.1)
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188 H27.12.7 H27.12.4 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，焼き魚（鮭），
大根と豚肉の煮物，きのこ
汁，牛乳プリン

不検出 (2.0) 不検出 (2.8)

189 H27.12.7 H27.12.4 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立浦戸小学校 小学校
ごはん，味付けのり，牛乳，
山菜煮，つみいれ汁

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

190 H27.12.7 H27.12.4 市町村立学校 仙台市 仙台市立高森中学校 中学校
ごはん，牛乳，豚キムチ丼
の具，ひきな汁，みかん

不検出 (2.5) 不検出 (3.1)

191 H27.12.9 H27.12.8 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川北中学校 中学校
ごはん，牛乳，豆腐ハン
バーグのきのこソースかけ，
かみかみあえ，チゲスープ

不検出 (2.6) 不検出 (2.8)

192 H27.12.9 H27.12.8 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，春巻き，炒め
ビーフン，味噌スープ，ヨー
グルト

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

193 H27.12.9 H27.12.8 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
ソフトパン，牛乳，キャラメル
アーモンドポテト，チリコンカ
ン，コンソメスープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

194 H27.12.10 H27.12.9 県立学校 小松島支援学校

ごはん，牛乳，ヒレカツの味
噌だれかけ，大根と豚肉の
煮物，きのこのみそ汁，オレ
ンジ

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

195 H27.12.10 H27.12.9 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，切干大根の炒り煮，大
根のみそ汁

不検出 (3.4) 不検出 (3.0)

196 H27.12.10 H27.12.9 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
米粉チーズパン，牛乳，
ポークビーンズ，ほうれん草
とコーンのソテー，りんご

不検出 (3.0) 不検出 (2.8)
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197 H27.12.10 H27.12.9 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，煮込みおで
ん，五目きんぴら，花みか
ん

不検出 (2.6) 不検出 (2.8)

198 H27.12.14 H27.12.10 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，コーヒー牛乳，わか
さぎフリッター，じゃがいもカ
レーソテー，なめこ汁

不検出 (3.0) 不検出 (2.8)

199 H27.12.14 H27.12.10 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立浦戸小学校 小学校

レーズンパン，牛乳，シー
フードチリソース，コールス
ローサラダ，白菜のクリーム
煮

不検出 (3.4) 不検出 (3.1)

200 H27.12.14 H27.12.10 市町村立学校 仙台市 仙台市立東仙台小学校 小学校
ソフトパン，牛乳，きびなご
の唐揚げ，みそ煮込みうど
ん，りんご

不検出 (3.1) 不検出 (3.1)

201 H27.12.14 H27.12.11 市町村立学校 気仙沼市 本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，アジフライ
（パックソース），金平ごぼ
う，もやしのみそ汁

不検出 (2.9) 不検出 (2.3)

202 H27.12.14 H27.12.11 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
麦ごはん，牛乳，ポークカ
レー，海藻サラダ，みかん

不検出 (2.5) 不検出 (3.5)

203 H27.12.14 H27.12.11 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
コッペパン，牛乳，フランク
フルト，焼きそば，みかん

不検出 (3.0) 不検出 (3.0)

204 H27.12.16 H27.12.14 県立学校 小松島支援学校
ごはん，牛乳，牛肉と曲がり
ねぎの煮物，五目ひたし，
ごま味噌スープ，みかん

不検出 (3.3) 不検出 (3.5)

205 H27.12.16 H27.12.14 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，メンチカツ，
チャプチェ，ワンタンスー
プ，いちごゼリー

不検出 (2.4) 不検出 (3.7)
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206 H27.12.16 H27.12.14 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，チキンカ
レー，海藻サラダ，ヨーグル
ト

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

207 H27.12.16 H27.12.14 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さんまのごま
みそ煮，五目豆，かきたま
汁

不検出 (3.2) 不検出 (3.7)

208 H27.12.16 H27.12.15 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，角田産にら
みそパオズ，マカロニサラ
ダ，豆腐の中華煮

不検出 (2.6) 不検出 (2.2)

209 H27.12.16 H27.12.15 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立浦戸小学校 小学校
ごはん，牛乳，いわしの梅
煮，からしあえ，みそけんち
ん汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

210 H27.12.16 H27.12.15 市町村立学校 仙台市 仙台市立東仙台小学校 小学校
ごはん，牛乳，おでん，みそ
まめ，みかん

不検出 (2.9) 不検出 (3.8)

211 H27.12.17 H27.12.16 市町村立学校 気仙沼市 本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，春巻き，中華
風もやし炒め，卵とコーン
スープ

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

212 H27.12.17 H27.12.16 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
ごはん，牛乳，ちくわの磯辺
揚げ，ほうれん草のお浸し，
山形いも煮風カレーうどん

不検出 (3.6) 不検出 (4.2)

213 H27.12.17 H27.12.16 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，ポテトコロッ
ケ（パックソース），すきやき
煮，オレンジ

不検出 (2.5) 不検出 (3.5)

214 H27.12.18 H27.12.17 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川北中学校 中学校

バターロールパン，牛乳，タ
ンドリーチキン，きらきらサラ
ダ，コーンいりたまごスー
プ，クリスマスケーキ

不検出 (2.2) 不検出 (2.7)
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215 H27.12.18 H27.12.17 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

ごはん，牛乳，さけフライ
（パックソース），ゆきなのお
ひたし，じゃがいもとだいこ
んのそぼろ煮

不検出 (3.1) 不検出 (3.1)

216 H27.12.18 H27.12.17 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，鮭のねぎ
ソース，茎わかめの炒り煮，
豚汁

不検出 (2.6) 不検出 (2.8)

217 H28.1.13 H28.1.12 市町村立学校 仙台市 仙台市立東仙台小学校 小学校
麦ごはん，牛乳，ひよこ豆入
りチキンカレー，フルーツ
ヨーグルト

不検出 (1.9) 不検出 (2.7)

218 H28.1.13 H28.1.12 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，さばの味噌
煮，おから炒り煮，おくずか
け，ピピピチーズ

不検出 (3.6) 不検出 (3.1)

219 H28.1.13 H28.1.12 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立浦戸小学校 小学校
ごはん，牛乳，チキンカ
レー，海藻サラダ，ミニアセ
ロラゼリー

不検出 (3.9) 不検出 (3.9)

220 H28.1.15 H28.1.13 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，白身魚の中
華あんかけ，もやしときゅうり
のごま酢和え，白湯春雨
スープ

不検出 (2.5) 不検出 (2.7)

221 H28.1.15 H28.1.13 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校

わかめごはん，牛乳，だし
巻きたまご焼き，すき昆布と
さつまいもの煮物，白玉雑
煮

不検出 (2.2) 不検出 (2.9)

222 H28.1.15 H28.1.13 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ぶどう米粉パン，牛乳，春巻
き，バンバンジーサラダ，パ
イタンめん

不検出 (3.0) 不検出 (3.4)

223 H28.1.15 H28.1.13 県立学校 小松島支援学校
あんかけうどん，牛乳，大豆
とごぼうのカリカリ揚げ，はり
はり漬け，ヨーグルト

不検出 (2.7) 不検出 (4.0)
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224 H28.1.18 H28.1.14 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

食パン，りんごジャム，牛
乳，ホキフライ（パックソー
ス），フレンチサラダ，パンプ
キンポタージュ

不検出 (2.8) 不検出 (2.2)

225 H28.1.18 H28.1.14 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川北中学校 中学校
食パン，いちごジャムマーガ
リン，牛乳，ミートグラタン，
もやしのソテー，野菜スープ

不検出 (2.4) 不検出 (2.6)

226 H28.1.18 H28.1.14 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，大豆と小魚
のごまがらめ，小松菜のナ
ムル，マーボー豆腐

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

227 H28.1.18 H28.1.15 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
宮城県産押麦の麦ごはん，
牛乳，ポークカレー，海藻サ
ラダ，みかん

不検出 (3.4) 不検出 (2.4)

228 H28.1.18 H28.1.15 市町村立学校 気仙沼市 本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，バンバン
ジーサラダ，マーボー豆
腐，杏仁デザート

不検出 (3.2) 不検出 (3.4)

229 H28.1.18 H28.1.15 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校

ミルクパン，牛乳，キャベツ
メンチカツ（パックソース），
白菜とベーコンのクリーム
煮，みかん

不検出 (3.3) 不検出 (3.2)

230 H28.1.19 H28.1.18 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
ツイストパン，牛乳，フライド
チキン，スパゲティミラネー
ズ，せん切り野菜スープ

不検出 (3.1) 不検出 (2.2)

231 H28.1.19 H28.1.18 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川北中学校 中学校
ごはん，牛乳，鶏肉のピー
マンみそ焼き，ビーフンソ
テー，おでん

不検出 (3.0) 不検出 (2.6)

232 H28.1.19 H28.1.18 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，カレー肉じゃが，フカフ
カ団子の澄まし汁

不検出 (2.4) 不検出 (2.2)
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233 H28.1.20 H28.1.19 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
ごはん，牛乳，あじの塩麹
焼き，おからの炒り煮，豚汁

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)

234 H28.1.20 H28.1.19 市町村立学校 気仙沼市 本吉共同調理場 小学校・中学校

食パン，いちごマーガリン，
牛乳，メンチカツ（パックソー
ス），コーンシチュー，りんご
ゼリー

不検出 (3.6) 不検出 (3.8)

235 H28.1.20 H28.1.19 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，味付けのり，牛乳，
さばのスタミナ焼き，れんこ
んきんぴら，なめこ汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.1)

236 H28.1.21 H28.1.20 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

麦ごはん，牛乳，チンジャオ
ロースー丼の具，もやしと
きゅうりのナムル，豆腐スー
プ，いよかん

不検出 (3.2) 不検出 (3.5)

237 H28.1.21 H28.1.20 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校

ごはん，牛乳，ビビンバ（焼
肉・錦糸卵），こまつなのナ
ムル，わかめ入り野菜の中
華スープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

238 H28.1.21 H28.1.20 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校

背割り食卓パン，牛乳，ミル
メーク，鶏のトマトソース，花
野菜のイタリアンサラダ，ク
リームスープスパゲティ

不検出 (2.9) 不検出 (2.2)

239 H28.1.21 H28.1.20 県立学校 小松島支援学校
ごはん，牛乳，銀鮭のみそ
マヨ焼き，油麩と野菜のうま
煮，おくずかけ，いよかん

不検出 (1.9) 不検出 (3.0)

240 H28.1.22 H28.1.21 市町村立学校 仙台市 仙台市立東仙台小学校 小学校
ごはん，牛乳，ひじきの炒り
煮，肉豆腐，りんご

不検出 (3.1) 不検出 (3.0)

241 H28.1.22 H28.1.21 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，ヒレカツ（パッ
クソース），豆もやしの炒り
煮，白菜のみそ汁，イチゴ
プリン

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)
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242 H28.1.22 H28.1.21 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立浦戸小学校 小学校
わかめ入り具だくさんうど
ん，牛乳，お浸し，きな粉団
子

不検出 (3.1) 不検出 (3.2)

243 H28.1.26 H28.1.25 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
はらこ飯，牛乳，仙台雪菜
の白和え，油麩入りはっと
汁，ミルクプリン

不検出 (2.2) 不検出 (3.5)

244 H28.1.26 H28.1.25 市町村立学校 気仙沼市 本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，サンマのオレ
ンジ煮，すき昆布の煮物，
小松菜のみそ汁

不検出 (2.9) 不検出 (3.0)

245 H28.1.26 H28.1.25 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さけの塩焼
き，小松菜のお浸し，わか
め汁

不検出 (1.9) 不検出 (2.6)

246 H28.1.27 H28.1.26 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

ごはん，味付けのり，牛乳，
笹かまぼこのりきゅうあげ，
油麩入り卵とじ，ひきな汁，
アイス入り大福

不検出 (3.5) 不検出 (2.8)

247 H28.1.27 H28.1.26 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川北中学校 中学校
ごはん，牛乳，鶏肉のスタミ
ナ焼き，ポテトサラダ，みそ
スープ

不検出 (3.4) 不検出 (2.3)

248 H28.1.27 H28.1.26 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，ささみのバー
ベキューソース，ひじきとご
ぼうの炒り煮，みそスープ，
いよかん

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

249 H28.1.28 H28.1.27 市町村立学校 仙台市 仙台市立東仙台小学校 小学校

チョコレートパン，牛乳，エ
ビフライ（ソース），おしむぎ
入りミネストローネ，いちごゼ
リー

不検出 (2.9) 不検出 (3.8)

250 H28.1.28 H28.1.27 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，梅ささみフラ
イ，まめまめサラダ，豚汁

不検出 (2.9) 不検出 (3.1)
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251 H28.1.29 H28.1.28 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立浦戸小学校 小学校
ごはん，牛乳，お魚カレー，
塩竈サラダ，いよかん

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

252 H28.1.29 H28.1.28 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，ちくわの磯辺
揚げ，里芋と豚肉の煮物，
わかめのみそ汁

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

253 H28.1.29 H28.1.28 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校・中学校
背割りコッペパン，牛乳，チ
キンナゲット，焼きそば，フ
ルーツのヨーグルトあえ

不検出 (3.8) 不検出 (3.2)

254 H28.1.29 H28.1.28 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
豚玉丼，牛乳，小松菜のお
浸し，なめこのみそ汁

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)

255 H28.1.29 H28.1.28 県立学校 小松島支援学校

米粉フォカッチャ，牛乳，鶏
肉のレモンソース，チーズポ
テト，ビーンズトマトスープ，
りんご

不検出 (2.4) 不検出 (3.2)
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