
№ 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 H24.9.25 H24.9.24 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，肉団子（２
個），キャベツときゅうりの梅
あえ，ジャージャン豆腐

不検出 (2.7) 不検出 (3.4)

2 H24.9.25 H24.9.24 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，かにたま，ホ
イコーロー，ワンタンスープ，
わかめふりかけ

不検出 (2.8) 不検出 (3.6)

3 H24.9.25 H24.9.24 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
ごはん，牛乳，春巻，なす入
りマーボー豆腐，りんご

不検出 (2.5) 不検出 (3.8)

4 H24.9.26 H24.9.25 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，さけ塩麹焼
き，豚肉とごぼうの炒り煮，
大根味噌汁

不検出 (2.5) 不検出 (2.7)

5 H24.9.26 H24.9.25 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

ごはん，牛乳，きのこ入りた
まごやき，ぶたにくとごぼうの
みそ炒め，キャベツのみそ
汁，ひじきのり，

不検出 (3.3) 不検出 (3.1)

6 H24.9.26 H24.9.25 県立学校 宮城県立角田支援学校
ほたてごはん，牛乳，さんま
の塩焼き，ほうれんそうのさ
さかまあえ，すまし汁，

不検出 (2.7) 不検出 (2.3)

7 H24.9.27 H24.9.26 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
ごはん，牛乳，チキンカ
レー，花野菜サラダ，はちみ
つレモンゼリー

不検出 (3.7) 不検出 (2.7)

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
　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 H24.9.27 H24.9.26 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 中学校
メキシカンドック，牛乳，レイ
ンボーサラダ，クリームシ
チュー

不検出 (3.4) 不検出 (3.0)

9 H24.9.27 H24.9.26 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，鶏肉の
マーマレード焼き，ハムと野
菜のソテー，五目うどん

不検出 (3.1) 不検出 (2.7)

10 H24.9.27 H24.9.26 県立学校 宮城県立金成支援学校
三食丼，牛乳，筑前煮，きの
こ汁，コーヒーゼリー

不検出 (2.9) 不検出 (3.0)

11 H24.9.28 H24.9.27 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
ごはん，牛乳，さんまのかば
焼き，引き菜汁，りんご

不検出 (2.4) 不検出 (2.2)

12 H24.9.28 H24.9.27 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小・中学校
ミニココアパン，牛乳，チキ
ンナゲット，スープスパゲ
ティ，フルーツカクテル

不検出 (2.4) 不検出 (3.4)

13 H24.9.28 H24.9.27 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校

つきみバーガー（よこわり丸
パン，ふしぎな目玉焼き，ゆ
でキャベツ），牛乳，たまごと
チーズのスープ

不検出 (3.1) 不検出 (2.9)

14 H24.10.1 H24.9.28 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ソフトドックパン，牛乳，ハム
カツ，ブロッコリーサラダ，ミ
ネストローネ

不検出 (2.2) 不検出 (2.6)

15 H24.10.1 H24.9.28 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校

ごはん，牛乳，スコッチエッ
グ，もやしとほうれんそうのカ
レーあえ，とうふのすまし汁，
月見デザート

不検出 (3.0) 不検出 (2.7)

16 H24.10.1 H24.9.28 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
ごはん，牛乳，ほっけの塩焼
き，ほうれんそうのごま和え，
ピリ辛みそ汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.8)
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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）

17 H24.10.2 H24.10.1 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，チーズハン
バーグ，バンバンジーサラ
ダ，野菜スープ

不検出 (2.1) 不検出 (2.9)

18 H24.10.2 H24.10.1 県立学校 宮城県立角田支援学校
ごはん，牛乳，松風焼き，
きゅうりとえびのあえもの，
のっぺい汁，オレンジ

不検出 (2.4) 不検出 (2.6)

19 H24.10.2 H24.10.1 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

ごはん，牛乳，さけとじゃが
いものあげに，わかめとツナ
のあえもの，はくさいのみそ
汁

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)

20 H24.10.2 H24.10.1 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
中華飯，牛乳，あげぎょう
ざ，フルーツあんにん

不検出 (2.8) 不検出 (3.1)

21 H24.10.3 H24.10.2 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
ごはん，牛乳，さんまの甘辛
ソースがけ，ピーナツ和え，
白玉汁

不検出 (2.8) 不検出 (2.9)

22 H24.10.3 H24.10.2 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校

パンプキンパン，牛乳，ハン
バーグ（きのこソースかけ），
えびのマリネサラダ，たまご
入りコンソメスープ

不検出 (3.2) 不検出 (2.2)

23 H24.10.3 H24.10.2 県立学校 宮城県立金成支援学校

食パン，りんごジャム，牛乳，
ウインナーのベーコン巻き，
きのことペンネーのソテー，
コトコト煮，オレンジ

不検出 (2.7) 不検出 (3.9)

24 H24.10.4 H24.10.3 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，さんまの蒲焼
き，和風サラダ，沢煮椀

不検出 (3.4) 不検出 (4.0)

25 H24.10.4 H24.10.3 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
食パン，蜂蜜＆マーガリン，
牛乳，元気サラダ，トマト，森
のシチュー

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)
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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）

26 H24.10.4 H24.10.3 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，さんぞく揚
げ，ツナポパイサラダ，野菜
たっぷりスープ

不検出 (2.7) 不検出 (2.5)

27 H24.10.5 H24.10.4 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，おろしハン
バーグ，チンゲンサ菜のごま
あえ，春雨スープ

不検出 (3.0) 不検出 (2.6)

28 H24.10.5 H24.10.4 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，いわしの梅
煮，いり豆腐，わかめ汁，キ
ウイフルーツ

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

29 H24.10.5 H24.10.4 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

丸パン，牛乳，ハンバーグの
デミグラスソースかけ，野菜
のソテー，コーンポタージュ
スープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.9)

30 H24.10.5 H24.10.4 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
ごはん，牛乳，いわしのごま
みそに，ちくぜんに，えのき
たけのみそしる

不検出 (3.1) 不検出 (3.8)

31 H24.10.9 H24.10.5 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，白花豆コロッ
ケ，ブロッコリーサラダ，ポー
クカレー

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

32 H24.10.9 H24.10.5 県立学校 宮城県立角田支援学校
ごはん，牛乳，焼き魚（鮭），
ひじき炒り煮，けんちん汁，
ヨーグルトあえ

不検出 (2.8) 不検出 (4.0)

33 H24.10.9 H24.10.5 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
米粉パン，牛乳，かぼちゃフ
ライ，ミートソース，グレープ
フルーツ

不検出 (2.1) 不検出 (2.8)

34 H24.10.10 H24.10.9 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
ごはん，牛乳，マーボーどう
ふ，手作りツナチーズ春巻
き，わかめスープ，かき

不検出 (2.9) 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）

35 H24.10.10 H24.10.9 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校

しょくパン，牛乳，ブルーベ
リージャム，チキンナゲット，
ジャーマンポテト，ほうれん
そうとたまごのスープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

36 H24.10.10 H24.10.9 県立学校 宮城県立金成支援学校
チーズパン，牛乳，スコッチ
エッグ，ブロッコリーサラダ，
野菜スープ

不検出 (3.0) 不検出 (3.5)

37 H24.10.11 H24.10.10 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
ソフトパン，牛乳，フランクフ
ルト，いんげんとベーコンソ
テー，カレースープ

不検出 (3.0) 不検出 (2.9)

38 H24.10.11 H24.10.10 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園，小学校
ごはん，牛乳，鶏肉のごま照
焼，野菜炒め，豆腐のスー
プ

不検出 (2.9) 不検出 (3.2)

39 H24.10.11 H24.10.10 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校

ごはん，牛乳，ぶたにくしょう
が焼き，かぼちゃサラダ，わ
かめスープ，ブルーベリーゼ
リー

不検出 (2.6) 不検出 (2.2)

40 H24.10.12 H24.10.11 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，鮭の塩焼き，
肉じゃが，ぶどうゼリー

不検出 (2.1) 不検出 (2.9)

41 H24.10.12 H24.10.11 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，ポークカ
レー，揚げかにかまぼこ，か
みかみサラダ，ヨーグルト

不検出 (2.6) 不検出 (2.6)

42 H24.10.12 H24.10.11 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校
小型米粉パン，牛乳，カ
レーうどん，えごま入りパオ
ズ，もやしのナムル，りんご

不検出 (2.4) 不検出 (2.9)

43 H24.10.12 H24.10.11 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
金時豆パン，牛乳，きつねう
どん，カミカミサラダ，柿，
アーモンドフィッシュ

不検出 (2.4) 不検出 (2.9)
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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）

44 H24.10.15 H24.10.12 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
丸パン，牛乳，白身魚フラ
イ，ミニトマト，秋野菜のポト
フ

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

45 H24.10.15 H24.10.12 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，はるまき，
キャベツサラダ，とうふのカ
レーに

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

46 H24.10.15 H24.10.12 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，牛乳，豚肉のしょう
が焼き，ポテトサラダ，キム
チスープ

不検出 (3.0) 不検出 (2.9)

47 H24.10.15 H24.10.12 県立学校 宮城県立角田支援学校
ふきよせごはん，牛乳，ブリ
の照り焼き，れんこんの煮
物，みそ汁

不検出 (3.4) 不検出 (3.6)

48 H24.10.16 H24.10.15 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
ソースやきそば，牛乳，ペペ
ロンポテト，白玉入りフルー
ツポンチ

不検出 (2.4) 不検出 (3.4)

49 H24.10.16 H24.10.15 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，さばの味噌
煮，こまつなのごまあえ，な
めこ汁

不検出 (3.2) 不検出 (3.8)

50 H24.10.16 H24.10.15 県立学校 宮城県立金成支援学校

ごはん，牛乳，赤魚の西京
みそ焼，小松菜のおひた
し，かぼちゃの甘煮，まいた
けのみそ汁

不検出 (2.4) 不検出 (2.6)

51 H24.10.17 H24.10.16 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
ソフトパン，牛乳，チリコンカ
ン，野菜スープ，なし

不検出 (2.5) 不検出 (3.1)

52 H24.10.17 H24.10.16 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
ミニ米粉黒ごまパン，牛乳，
海鮮チャンポンめん，えびと
野菜の包み蒸し，オレンジ

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)
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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）

53 H24.10.17 H24.10.16 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校
ミルクパン，牛乳，栗のコロッ
ケ，りっちゃんサラダ，コンソ
メスープスパゲティ

不検出 (3.2) 不検出 (2.8)

54 H24.10.17 H24.10.16 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，目玉焼き，チ
キンカレー，コーン入りサラ
ダ，オレンジ

不検出 (2.6) 不検出 (3.8)

55 H24.10.18 H24.10.17 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

背割りコッペパン，牛乳，フ
ランクフルトのトマトソースか
け，野菜スープ，スイートポ
テト

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

56 H24.10.18 H24.10.17 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，豚肉の味噌
漬け焼き，小松菜の煮びた
し，かきたま汁

不検出 (2.8) 不検出 (3.4)

57 H24.10.18 H24.10.17 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，鶏肉の照り焼
き，すき昆布の煮物，さつま
汁，みかん

不検出 (3.1) 不検出 (2.9)

58 H24.10.18 H24.10.17 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
ごはん，牛乳，油麩丼の具，
はっと汁，りんご

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

59 H24.10.19 H24.10.18 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，納豆，きんぴ
らごぼう，さつまつみれ汁，り
んご

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

60 H24.10.19 H24.10.18 県立学校 宮城県立角田支援学校
ごはん，牛乳，鶏肉のレモン
ソース，かみかみサラダ，お
くずかけ，バナナ

不検出 (2.3) 不検出 (3.2)

61 H24.10.19 H24.10.18 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
むぎごはん，牛乳，中華飯，
かにシュウマイ，フルーツ
ヨーグルトあえ

不検出 (3.0) 不検出 (3.2)
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62 H24.10.19 H24.10.18 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
麦ごはん，牛乳，ほっけの塩
焼き，おひたし，ふのり汁

不検出 (3.0) 不検出 (3.3)

63 H24.10.22 H24.10.19 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
みそ煮こみうどん，牛乳，フ
ライド里いもナッツ和え，即
席漬け，くだもの

不検出 (2.8) 不検出 (3.0)

64 H24.10.22 H24.10.19 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

ごはん，牛乳，鮭のみそマヨ
ネーズ焼き，じゃがいものそ
ぼろ煮，大根とえのきのみそ
汁

不検出 (2.2) 不検出 (3.0)

65 H24.10.22 H24.10.19 県立学校 宮城県立金成支援学校
麦ごはん，牛乳，鶏肉と大豆
のケチャップ煮，春雨サラ
ダ，沢煮椀，みかん

不検出 (2.3) 不検出 (2.7)

66 H24.10.23 H24.10.22 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
米粉パン，牛乳，さつま芋の
クリーム煮，ブロッコリーサラ
ダ，りんご

不検出 (2.9) 不検出 (2.9)

67 H24.10.23 H24.10.22 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園
ごはん，牛乳，銀鮭の塩焼
き，筑前煮，じゃがいものみ
そ汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.7)

68 H24.10.23 H24.10.22 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，コーンシュウ
マイ，春雨サラダ，豆腐の中
華煮

不検出 (2.8) 不検出 (2.2)

69 H24.10.23 H24.10.22 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，マーボ豆腐，
きざみ昆布と野菜の炒め
煮，大学いも，ぶどう

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

70 H24.10.24 H24.10.23 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，きのこカ
レー，コーンサラダ，ヨーグ
ルト

不検出 (3.5) 不検出 (3.0)
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71 H24.10.24 H24.10.23 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

米粉パン，牛乳，豚肉の
バーベキューソースかけ，
ビーンズサラダ，チンゲンサ
イと卵のスープ，杏仁デ
ザート

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)

72 H24.10.24 H24.10.23 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，メンチカツ，
温野菜サラダ，大根のみそ
汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.5)

73 H24.10.24 H24.10.23 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼共同調理場 小・中学校
カレーライス，牛乳，フルー
ツヨーグルト，チーズ

不検出 (3.1) 不検出 (2.3)

74 H24.10.25 H24.10.24 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，さけのてりや
き，かみかみサラダ，さつま
汁，のり佃煮

不検出 (3.3) 不検出 (2.8)

75 H24.10.25 H24.10.24 県立学校 宮城県立光明支援学校
ごはん，牛乳，あじのチーズ
フライ，きんぴろごぼう，呉
汁，りんご

不検出 (4.0) 不検出 (2.7)

76 H24.10.25 H24.10.24 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
ミルクパン，牛乳，さつまいも
のアーモンドがらめ，こまつ
なのサラダ，カレーうどん

不検出 (3.9) 不検出 (2.7)

77 H24.10.25 H24.10.24 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，牛乳，鶏肉のレモン
ソースかけ，ひじきのにも
の，えのきとにらのみそ汁

不検出 (3.0) 不検出 (3.2)

78 H24.10.26 H24.10.25 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校
米粉パン，牛乳，ちゃんぽん
麺，肉団子，りんご

不検出 (3.3) 不検出 (3.6)

79 H24.10.26 H24.10.25 県立学校 宮城県立石巻支援学校
あんかけうどん，牛乳，こま
つなともやしのおひたし，さ
つまいものレモン煮

不検出 (2.8) 不検出 (2.5)
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80 H24.10.29 H24.10.26 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
チョコパン，牛乳，ベーコン
エッグ，ワンタンスープ，柿

不検出 (2.5) 不検出 (3.6)

81 H24.10.29 H24.10.26 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼・小・中学校
ごはん，牛乳，鶏肉のねぎ
ソースがけ，小松菜のごま和
え，にらたまスープ

不検出 (3.4) 不検出 (3.6)

82 H24.10.29 H24.10.26 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，サケのチャン
チャン焼き，すき昆布の煮
物，けんちん汁

不検出 (2.6) 不検出 (2.9)

83 H24.10.29 H24.10.26 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
食パン，はちみつ，牛乳，い
かリングフライ，フレンチサラ
ダ，じゃがいものチーズ煮

不検出 (2.7) 不検出 (3.5)

84 H24.10.29 H24.10.26 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，ハン
バーグきのこソースがけ，
コールスローサラダ，秋味シ
チュー，オレンジ

不検出 (3.2) 不検出 (3.0)

85 H24.10.30 H24.10.29 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
ツイストパン，牛乳，鶏肉とカ
シュウナッツの炒め物，チン
ゲンサイのスープ，オレンジ

不検出 (2.8) 不検出 (3.1)

86 H24.10.30 H24.10.29 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，ししゃもフラ
イ，もやしのナムル，白菜
スープ，味付けのり

不検出 (3.6) 不検出 (3.0)

87 H24.10.30 H24.10.29 市町村立学校 大崎市 大崎市岩出山学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，焼き魚（さん
ま），春雨の五目炒め，あぶ
らふのみそ汁，味付けのり

不検出 (2.4) 不検出 (2.6)

88 H24.10.30 H24.10.29 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，マーマレード
チキン，ごぼうサラダ，ワンタ
ンスープ

不検出 (2.4) 不検出 (2.5)
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89 H24.10.31 H24.10.30 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，ほうれん草のごまあえ，
にこみおでん

不検出 (3.0) 不検出 (3.7)

90 H24.10.31 H24.10.30 県立学校 宮城県立光明支援学校
あんかけ焼きそば，牛乳，
ぎょうざ，にらともやしのナム
ル，パイナップル

不検出 (2.9) 不検出 (2.6)

91 H24.10.31 H24.10.30 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
ごはん，牛乳，ほっけみりん
ぼし，ひじきとキャベツのいり
に，いものこじる，なしゼリー

不検出 (2.9) 不検出 (3.0)

92 H24.10.31 H24.10.30 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
きのこごはん，牛乳，ミートオ
ムレツ，ほうれんそうごまあ
え，わかめ汁

不検出 (3.2) 不検出 (3.6)

93 H24.11.1 H24.10.31 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校

きなこ揚げパン，牛乳，タン
ドリーチキン，バンサン
スー，中華コーンスープ，パ
イン

不検出 (3.1) 不検出 (3.8)

94 H24.11.1 H24.10.31 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ごはん，牛乳，鮭のみそマヨ
ネーズ焼き，ひじきの炒り
煮，沢煮わん

不検出 (3.5) 不検出 (3.9)

95 H24.11.1 H24.10.31 県立学校 宮城県立石巻支援学校

秋いっぱいごはん，牛乳，さ
んまのかんろに，いとこんぶ
のいりに，まめふのみそし
る，みかん

不検出 (3.4) 不検出 (3.1)

96 H24.11.1 H24.10.31 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
ごはん，牛乳，納豆，五目き
んぴら，かきたま汁

不検出 (2.5) 不検出 (3.1)

97 H24.11.2 H24.11.1 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 幼稚園
背割り米粉パン，牛乳，チリ
コンカン，かぶのコンソメ
スープ，キウイフルーツ

不検出 (3.0) 不検出 (2.9)

11 / 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）

98 H24.11.2 H24.11.1 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校

金時豆パン，牛乳，マグロの
バター醤油焼き，ペンネとき
のこのソテー，エビとなめこ
のスープ

不検出 (2.6) 不検出 (2.9)

99 H24.11.2 H24.11.1 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，目玉焼き，鶏
肉と野菜のくずかけ，小松菜
としめじのおひたし，黄桃

不検出 (2.6) 不検出 (3.7)

100 H24.11.5 H24.11.2 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
ごはん，牛乳，赤魚のごまだ
れ焼き，枝豆入りのひじき炒
り煮，かきたまスープ

不検出 (3.3) 不検出 (3.4)

101 H24.11.5 H24.11.2 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，いちごジャム，牛
乳，鶏肉のハーブ焼き，ひじ
きツナサラダ，コーンポター
ジュ

不検出 (2.3) 不検出 (3.1)

102 H24.11.5 H24.11.2 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，くらだいの揚
げ煮，春雨ソテー，ひきな汁

不検出 (3.3) 不検出 (2.7)

103 H24.11.5 H24.11.2 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼共同調理場 小・中学校
ごはん，牛乳，ぎょうざ，マー
ボーどうふ，みかん

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

104 H24.11.7 H24.11.5 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，厚焼き卵，バ
ンバンジーサラダ，カレーポ
トフ

不検出 (3.2) 不検出 (2.1)

105 H24.11.7 H24.11.5 県立学校 宮城県立光明支援学校

ごはん，牛乳，かつおの
オーロラソース，じゃがいもと
豆腐のみそ汁，キャベツの
おかかあえ，りんご

不検出 (2.3) 不検出 (3.1)

106 H24.11.7 H24.11.5 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小・中学校

わかめごはん，牛乳，鶏肉
のバーベキューソース，豚
肉とキャベツのかき油炒め，
きのこのスープ，ヨーグルト

不検出 (3.1) 不検出 (3.1)
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検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

107 H24.11.7 H24.11.5 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
ごはん，牛乳，ポークカ
レー，フルーツのヨーグルト
和え，アーモンドフィッシュ

不検出 (2.5) 不検出 (2.8)

108 H24.11.7 H24.11.6 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
のソテー，キャベツとレンズ
豆のスープ

不検出 (2.4) 不検出 (3.1)

109 H24.11.7 H24.11.6 県立学校 宮城県立石巻支援学校
バターロールパン，牛乳，い
ちごジャム，肉だんご，ポパ
イサラダ，クラムチャウダー

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

110 H24.11.7 H24.11.6 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，豆腐ハン
バーグのあんかけ，ひじきの
サラダ，さつま汁，みかん

不検出 (2.7) 不検出 (2.8)

111 H24.11.8 H24.11.7 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
スパゲティもりのミートソー
ス，牛乳，わかめサラダ，み
かん

不検出 (2.7) 不検出 (3.1)

112 H24.11.8 H24.11.7 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
舞茸ごはん，牛乳，笹かま
のモロヘイヤ揚げ，おかか
和え，豚汁

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)

113 H24.11.8 H24.11.7 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，ささかまのピ
カタ，ガンモのそぼろ煮，お
くずかけ

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

114 H24.11.8 H24.11.7 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
小ココアパン，牛乳，スパゲ
ティナポリタン，野菜サラダ，
オレンジ

不検出 (2.4) 不検出 (3.6)

115 H24.11.8 H24.11.7 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校
わかめごはん，牛乳，赤魚
の照焼き，カレーにくじゃ
が，きのこ汁

不検出 (3.2) 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）

116 H24.11.9 H24.11.8 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，焼きのり，牛乳，ほ
き天ぷら，ごま和え，けんち
ん汁

不検出 (3.0) 不検出 (2.2)

117 H24.11.9 H24.11.8 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，あじフライ，ブ
ロッコリーサラダ，わかめ
スープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.2)

118 H24.11.9 H24.11.8 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼共同調理場 小・中学校
ごはん，牛乳，とりにくのレモ
ン煮，きりぼしだいこんの煮
物，すまし汁

不検出 (3.0) 不検出 (2.6)

119 H24.11.9 H24.11.8 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校

米粉パン，牛乳，大豆と小
魚のかきあげ，五目うどん，
切り干しだいこんのごまマヨ
和え，ヨーグルト

不検出 (2.1) 不検出 (2.1)

120 H24.11.12 H24.11.9 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，さんま紅葉
煮，わかめの和え物，厚揚
げの中華煮，のりたま

不検出 (3.2) 不検出 (2.6)

121 H24.11.12 H24.11.9 県立学校 宮城県立光明支援学校
チキンカレー，牛乳，カップ
エッグ，野菜炒め，みかん

不検出 (2.3) 不検出 (2.6)

122 H24.11.12 H24.11.9 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
ごはん，牛乳，まぐろのゴマ
みそ和え，切り干しの炒め
煮，ワカメスープ

不検出 (3.1) 不検出 (3.8)

123 H24.11.12 H24.11.9 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
ソフトパン，牛乳，たまごロー
ル，ツナサラダ，肉だんごと
春雨のスープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.1)

124 H24.11.13 H24.11.12 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ごはん，牛乳，ABCスープ，
チリコンカン，チーズポテト

不検出 (2.7) 不検出 (3.5)
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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）

125 H24.11.13 H24.11.12 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校

ごはん，牛乳，味付けのり，
鶏肉の塩こうじ焼き，切り干
しだいこんの炒り煮，しみ豆
腐の味噌汁

不検出 (3.1) 不検出 (3.3)

126 H24.11.13 H24.11.12 県立学校 宮城県立石巻支援学校

ごはん，牛乳，あじのきびと
うやき，桜えびともやしのに
びたし，だいこんのみそ汁，
味付けのり

不検出 (2.5) 不検出 (4.2)

127 H24.11.14 H24.11.13 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
ミニ金時豆パン，牛乳，鶏ご
ぼううどん，かき揚げ，だいこ
んサラダ

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

128 H24.11.14 H24.11.13 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校
米粉パン，牛乳，肉うどん，
ちくわのおこのみ揚げ，にく
じゃが

不検出 (2.2) 不検出 (3.0)

129 H24.11.14 H24.11.13 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
麦ごはん，牛乳，ポークカ
レー，大根サラダ，ヨーグル
ト

不検出 (2.6) 不検出 (2.3)

130 H24.11.15 H24.11.14 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校

食パン，牛乳，りんごジャム，
たらのピザ風焼き，ごぼうサ
ラダ，マカロニと野菜のスー
プ，みかん

不検出 (3.2) 不検出 (3.1)

131 H24.11.15 H24.11.14 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，ひき肉とレン
ズ豆のカレー，ししゃもフラ
イ，キャベツと海そうのサラダ

不検出 (2.9) 不検出 (3.6)

132 H24.11.15 H24.11.14 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校
麦ごはん，牛乳，ポークカ
レー，だいこんサラダ，ヨー
グルト

不検出 (2.8) 不検出 (2.9)

133 H24.11.15 H24.11.14 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立気仙沼共同調理場 小・中学校
米粉玄米パン，牛乳，オムレ
ツ，大豆とさつまいものシ
チュー，キューイフルーツ

不検出 (3.3) 不検出 (2.6)
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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）

134 H24.11.16 H24.11.15 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，ソーセージ
アップルソース，ブロッコリー
サラダ，はくさいシチュー

不検出 (3.1) 不検出 (2.1)

135 H24.11.16 H24.11.15 県立学校 宮城県立光明支援学校
ツイストパン，牛乳，鮭のレ
モン焼き，大根サラダ，栗の
シチュー，グループフルーツ

不検出 (2.9) 不検出 (3.4)

136 H24.11.16 H24.11.15 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，笹かまのピカ
タ，肉じゃが，ひきなじる，味
付けのり

不検出 (3.1) 不検出 (3.1)

137 H24.11.16 H24.11.15 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，牛乳，ししゃもフラ
イ，すき焼き煮，ミニトマト

不検出 (2.7) 不検出 (4.0)

138 H24.11.19 H24.11.16 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，ししゃもフラ
イ，ごぼうとれんこんのサラ
ダ，いものこじる

不検出 (2.9) 不検出 (2.3)

139 H24.11.19 H24.11.16 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校
ごはん，牛乳，きのこカ
レー，シーフードマリネ，マン
ゴープリン

不検出 (3.1) 不検出 (3.6)

140 H24.11.19 H24.11.16 県立学校 宮城県立石巻支援学校
ごはん，牛乳，チーズ春巻
き，ゆでブロッコリー，みそ
スープ，みかん

不検出 (3.6) 不検出 (3.6)

141 H24.11.19 H24.11.16 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，蒸ししゅうま
い，豆腐の中華煮，グレー
プフルーツ

不検出 (2.7) 不検出 (3.6)

142 H24.11.20 H24.11.19 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
米粉パン，牛乳，洋風おで
ん，ひじきサラダ，ラ・フラン
ス

不検出 (2.5) 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）

143 H24.11.20 H24.11.19 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
ごはん，牛乳，味付けのり，
すきやき風煮，きのこのたま
ご焼き，みかん

不検出 (3.1) 不検出 (4.0)

144 H24.11.20 H24.11.19 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，鮭のごまだれ
かけ，わかめの生姜和え，
韓国風スープ，黄桃

不検出 (3.3) 不検出 (3.1)

145 H24.11.21 H24.11.20 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，納豆，牛乳，ほっけ
の塩焼き，もやしと油揚げの
炒め物，中華風卵スープ

不検出 (3.2) 不検出 (3.0)

146 H24.11.21 H24.11.20 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
丸パン，牛乳，メンチカツ，
グリーンサラダ，麦入りトマト
スープ，ヨーグルト

不検出 (3.2) 不検出 (2.7)

147 H24.11.21 H24.11.20 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校
麦ごはん，牛乳，かつおフラ
イ，おしゃれきんぴら，すい
とん汁，ミニりんごゼリー

不検出 (2.2) 不検出 (3.3)

148 H24.11.21 H24.11.20 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立松岩共同調理場 小学校
丸パン，牛乳，サメフライ，
コーンポタージュ，柿

不検出 (3.0) 不検出 (3.5)

149 H24.11.21 H24.11.20 市町村立学校 女川町 女川町学校給食共同調理場 小学校

背割りコッペパン，牛乳，や
きそば，宮城の梨入りフルー
ツヨーグルト，たまごとチンゲ
ン菜のスープ

不検出 (3.0) 不検出 (3.5)

150 H24.11.22 H24.11.21 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，のり佃煮，牛乳，大
学芋，豆豆サラダ，豆腐チ
ゲ

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

151 H24.11.22 H24.11.21 県立学校 宮城県古川工業高等学校
かき揚げ天ぷらそば，牛乳，
ごぼうサラダ，梨

不検出 (3.4) 不検出 (3.2)
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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）

152 H24.11.22 H24.11.21 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
ココアパン，牛乳，グラタンコ
ロッケ，グリーンサラダ，スパ
ゲティミートソース

不検出 (3.4) 不検出 (3.3)

153 H24.11.22 H24.11.21 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
ハヤシライス，牛乳，豆と野
菜のサラダ，なしゼリー

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

154 H24.11.26 H24.11.22 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

米粉黒ゴマパン，牛乳，鮭
のオニオンガーリック，コー
ンポテト，はるさめスープ，り
んご

不検出 (2.6) 不検出 (3.3)

155 H24.11.26 H24.11.22 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校
米粉玄米ハニーパン，牛
乳，きのこうどん，ビック肉団
子，キウイフルーツ

不検出 (2.8) 不検出 (3.5)

156 H24.11.26 H24.11.22 県立学校 宮城県立船岡支援学校
えびカツバーガー，牛乳，ポ
テトサラダ，コンソメスープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.4)

157 H24.11.26 H24.11.22 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，焼きししゃも，
芽ひじきと豆腐の煮物，きゅ
うりの香味漬け，洋なし

不検出 (3.0) 不検出 (3.0)

158 H24.11.27 H24.11.26 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，さんまと野菜
のお祭り，さつま汁，ラフラン
ス

不検出 (2.5) 不検出 (3.0)

159 H24.11.27 H24.11.26 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
ごはん，宮城県産大豆の納
豆，牛乳，煮込みおでん，ご
ま酢和え

不検出 (3.8) 不検出 (2.7)

160 H24.11.27 H24.11.26 市町村立学校 女川町 女川第一学校給食調理場 中学校
ごはん，牛乳，厚揚げのピリ
辛煮，春雨サラダ，エビ入り
ワンタンスープ

不検出 (2.2) 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）

161 H24.11.27 H24.11.26 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
ごはん，牛乳，豚肉とカ
シューナッツの炒め物，沢煮
椀，みかん

不検出 (3.4) 不検出 (3.0)

162 H24.11.28 H24.11.27 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，ひじきふりかけ，牛
乳，豚肉のかりん揚げ，から
し和え，呉汁

不検出 (3.1) 不検出 (3.0)

163 H24.11.28 H24.11.27 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校

麦ごはん，ふりかけ，牛乳，
鶏肉のスタミナ焼き，かみか
みあえ，白菜のコンソメスー
プ

不検出 (2.9) 不検出 (3.7)

164 H24.11.28 H24.11.27 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立松岩共同調理場 小学校

チョコチップパン，牛乳，ク
リームスープスパゲッティ，
やきぐりコロッケ，キウイフ
ルーツ

不検出 (3.8) 不検出 (3.7)

165 H24.11.29 H24.11.28 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，かぼちゃコ
ロッケ，だいこんサラダ，コー
ン入り卵スープ

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

166 H24.11.29 H24.11.28 県立学校 宮城県古川工業高等学校
スパゲティナポリタン，牛乳，
ポトフ風スープ，バナナ

不検出 (2.9) 不検出 (2.6)

167 H24.11.29 H24.11.28 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，チキン
オーブン焼き，だいこんサラ
ダ，コーンシチュー

不検出 (3.1) 不検出 (2.9)

168 H24.11.29 H24.11.28 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，牛乳，とりのから揚
げ，ひじきサラダ，コンソメ
スープ

不検出 (1.9) 不検出 (2.9)

169 H24.11.30 H24.11.29 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
ごはん，牛乳，なっとう，キム
チのいそべ和え，おでん，り
んご

不検出 (3.0) 不検出 (3.0)
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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）

170 H24.11.30 H24.11.29 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校

パン，牛乳，照り焼きハン
バーグ，ブロッコリーとコーン
のサラダ，ウインナーと豆の
スープ

不検出 (3.0) 不検出 (4.0)

171 H24.11.30 H24.11.29 県立学校 宮城県立船岡支援学校
米粉黒ゴマパン，牛乳，米
粉グラタン，アーモンドサラ
ダ，ミネストローネ

不検出 (2.5) 不検出 (3.5)

172 H24.11.30 H24.11.29 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
ソフトドックパン，牛乳，きの
こと豆のシチュー，コーンサ
ラダ，バナナ

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

173 H24.12.3 H24.11.30 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，いわしの梅醤
油煮，くきわかめの炒め物，
沢煮椀

不検出 (3.4) 不検出 (3.1)

174 H24.12.3 H24.11.30 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，チキンカ
レー，シーザーサラダ，ラフ
ランスゼリー

不検出 (2.7) 不検出 (2.7)

175 H24.12.3 H24.11.30 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
ごはん，牛乳，笹かまの南
部揚げ，小松菜のアーモン
ド和え，だまこ汁，納豆

不検出 (3.0) 不検出 (3.3)

176 H24.12.4 H24.11.30 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校

麦ごはん，牛乳，さんまの蒲
焼き，筑前煮，キャベツと
きゅうりの即席漬け，大豆入
り小魚

不検出 (2.9) 不検出 (2.7)

177 H24.12.4 H24.12.3 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，豚肉のバン
バンジーソースかけ，おひた
し，豆腐と里芋のみそ汁

不検出 (3.7) 不検出 (3.2)

178 H24.12.4 H24.12.3 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，ほっけのみり
ん干し焼き，すき昆布と大豆
の煮物，さといものみそ汁

不検出 (2.8) 不検出 (3.2)
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179 H24.12.4 H24.12.3 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校
麦ごはん，牛乳，鮭の塩焼
き，大根のそぼろ煮，味噌
スープ

不検出 (2.4) 不検出 (3.7)

180 H24.12.4 H24.12.3 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市松岩共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，すき昆布の
煮物いわしの胡麻味噌煮，
かき玉汁

不検出 (2.4) 不検出 (3.6)

181 H24.12.5 H24.12.4 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
麦ごはん，コーヒー牛乳，焼
き魚（さば），ひじきの炒り
煮，のっぺい汁，のり佃煮

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

182 H24.12.5 H24.12.4 県立学校 宮城県古川工業高等学校
麦ごはん，牛乳，タンドリー
チキン，納豆サラダ，はっと
う汁，りんご

不検出 (2.9) 不検出 (3.8)

183 H24.12.5 H24.12.4 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
ごはん，牛乳，鮭の味噌漬
け焼き，油麩肉じゃが，みつ
ばと卵のスープ，みかん

不検出 (2.9) 不検出 (3.0)

184 H24.12.5 H24.12.4 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
ごはん，牛乳，野菜コロッ
ケ，ひじきの煮物，かきたま
汁

不検出 (3.4) 不検出 (3.0)

185 H24.12.6 H24.12.5 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
ごはん，牛乳，いかとエビの
チリソース，ナムル，中華
コーンスープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.0)

186 H24.12.6 H24.12.5 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，だしまきたま
ご，すき昆布の炒り煮，なめ
こ汁

不検出 (2.9) 不検出 (2.3)

187 H24.12.6 H24.12.5 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ゆかりごはん，牛乳，鯖の幽
玄焼き（大根おろし），すき
焼き風煮，あさり汁

不検出 (2.9) 不検出 (3.0)
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188 H24.12.6 H24.12.5 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，焼きのり，い
かの天ぷら，じゃがいものそ
ぼろ煮，ごま酢和え

不検出 (3.8) 不検出 (3.8)

189 H24.12.7 H24.12.6 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，ホイコー
ロー，春雨スープ，アーモン
ドフィッシュ

不検出 (2.2) 不検出 (3.5)

190 H24.12.7 H24.12.6 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
ミニミルクパン，牛乳，キムチ
うどん，チーズはんぺんフラ
イ，もやしとちくわのサラダ

不検出 (2.6) 不検出 (2.9)

191 H24.12.7 H24.12.6 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
食パン，牛乳，ミートサンド，
フライドポテト，野菜スープ，
アセロラゼリー

不検出 (2.4) 不検出 (3.0)

192 H24.12.7 H24.12.6 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

ミルクパン，牛乳，スパイ
シーチキン，ジャーマンポテ
ト，わかめとしめじのワンタン
スープ

不検出 (2.4) 不検出 (3.2)

193 H24.12.11 H24.12.7 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，鰆のごまだれ
かけ，もやしと油揚げの炒め
物，豚汁

不検出 (3.0) 不検出 (3.5)

194 H24.12.11 H24.12.7 市町村立学校 大崎市 大崎市田尻学校給食センター 幼稚園，小・中学校
豚どん，牛乳，ごぼうサラ
ダ，ほうれんそうの味噌汁，ミ
ニぶどうゼリー

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

195 H24.12.11 H24.12.7 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，りんごジャム，牛乳，
グラタン，海そうサラダ，コー
ンポタージュ

不検出 (2.7) 不検出 (4.0)

196 H24.12.11 H24.12.7 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立松岩共同調理場 小学校
ごはん，牛乳，めかじきのユ
ズ味噌かけ，筑前煮，春雨
スープ

不検出 (3.2) 不検出 (2.9)
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197 H24.12.11 H24.12.10 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校
わかめごはん，牛乳，笹かま
のカレー揚げ，切り昆布炒
め，里芋のそぼろ煮

不検出 (3.2) 不検出 (3.3)

198 H24.12.11 H24.12.10 県立学校 宮城県古川工業高等学校
エビピラフ，牛乳，さつまい
ものマセドアンサラダ，パン
プキンスープ，ラフランス

不検出 (3.2) 不検出 (3.4)

199 H24.12.11 H24.12.10 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

ごはん，牛乳，オムレツのデ
ミソースかけ，小松菜とコー
ンのサラダ，白菜のスープ
煮，ヨーグルト，味付けのり

不検出 (2.6) 不検出 (3.4)

200 H24.12.11 H24.12.10 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
ごはん，牛乳，野菜しゅうま
い，もやしのナムル，わかめ
と卵のスープ

不検出 (2.5) 不検出 (3.3)

201 H24.12.12 H24.12.11 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ソース焼きそば，牛乳，小籠
包（カリフラワー），中華サラ
ダ，ワンタンスープ

不検出 (3.2) 不検出 (3.3)

202 H24.12.13 H24.12.11 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・中学校
ごはん，牛乳，なっとう，ピー
ナッツ和え，じゃがいもと油
ふの煮物，くだもの

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

203 H24.12.13 H24.12.12 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，ゆかり和え，かきたまみ
そ汁

不検出 (2.6) 不検出 (3.6)

204 H24.12.13 H24.12.12 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
ごはん，牛乳，さんまの甘露
煮，豆もやしの炒め物，どさ
んこ汁

不検出 (3.3) 不検出 (3.2)

205 H24.12.13 H24.12.12 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
ごはん，牛乳，ちくわのかわ
り揚げ，肉じゃが，雪菜のみ
そ汁

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)
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206 H24.12.13 H24.12.12 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
麦ごはん，牛乳，チキンカ
レー，キャベツのアーモンド
和え，ヨーグルト

不検出 (3.2) 不検出 (2.7)

207 H24.12.17 H24.12.13 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
米粉パン，牛乳，ししゃもフ
ライ，わかめサラダ，きつねう
どん，黄桃缶

不検出 (3.9) 不検出 (3.2)

208 H24.12.17 H24.12.13 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，豚肉のしょう
が焼き，切干大根の炒り煮，
みそけんちん汁

不検出 (2.9) 不検出 (3.8)

209 H24.12.17 H24.12.13 市町村立学校 大崎市 大崎市大崎南学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，さばの香味焼
き，キャベツの炒り煮，豚肉
のごまみそスープ，オレンジ

不検出 (1.8) 不検出 (2.9)

210 H24.12.17 H24.12.13 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立松岩共同調理場 小学校
ごはん，のり佃煮，牛乳，ホ
タテ入り厚焼き卵，春雨サラ
ダ，けんちん汁

不検出 (2.9) 不検出 (2.9)

211 H24.12.18 H24.12.14 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，酢豚，わかめ
スープ，杏仁フルーツ

不検出 (2.1) 不検出 (1.9)

212 H24.12.18 H24.12.14 県立学校 宮城県古川工業高等学校

麦ごはん，牛乳，鮭のチャン
チャン焼き，大根の中華煮，
なめこと里芋のみそ汁，りん
ご

不検出 (2.0) 不検出 (2.7)

213 H24.12.18 H24.12.14 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，春巻き，家常
豆腐，チンゲンサイのスープ

不検出 (2.5) 不検出 (2.3)

214 H24.12.18 H24.12.14 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
ソフトパン，牛乳，フライドチ
キン，いろどりサラダ，コーン
ポタージュ，セレクトクレープ

不検出 (2.7) 不検出 (2.2)
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215 H24.12.18 H24.12.17 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
中華おこわ，牛乳，ごぼうの
あまからめ，せんべい汁

不検出 (2.6) 不検出 (3.0)

216 H24.12.18 H24.12.17 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校
ごはん，牛乳，ぶりの照り焼
き，冬至かぼちゃ，塩ちゃん
こ鍋風煮物

不検出 (2.2) 不検出 (2.6)

217 H24.12.18 H24.12.17 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ごはん，牛乳，チーズハン
バーグ，ジャーマンポテト，
大根サラダ，卵スープ

不検出 (2.3) 不検出 (3.2)

218 H24.12.20 H24.12.18 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，のりのつくだ
煮，さつまあげの生姜煮，小
松菜の味噌汁

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

219 H24.12.20 H24.12.18 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
ソフトドックパン，牛乳，焼き
そば，ポテトカレースープ，
フルーツのヨーグルト和え

不検出 (2.1) 不検出 (2.9)

220 H24.12.20 H24.12.18 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
コッペパン，牛乳，鮭のハー
ブ焼き，きのこと豆のシ
チュー，クリスマスゼリー

不検出 (2.8) 不検出 (3.9)

221 H24.12.20 H24.12.19 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
わかめごはん，牛乳，ぶりの
照り焼き，相性汁，ごま和
え，りんご

不検出 (2.6) 不検出 (2.2)

222 H24.12.20 H24.12.19 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，カップエッ
グ，れんこんサラダ，ポーク
カレー

不検出 (2.9) 不検出 (3.6)

223 H24.12.20 H24.12.19 市町村立学校 大崎市 大崎市大崎南学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，たれ付きにく
だんご，ツナ和え，あさりの
スープ，りんご

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)
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224 H24.12.20 H24.12.19 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小・中学校
中華飯，牛乳，あげぎょう
ざ，フルーツヨーグルトあえ

不検出 (2.9) 不検出 (3.6)

225 H24.12.21 H24.12.20 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

ツイストパン，牛乳，フライド
チキン，コールスロー，コー
ンと鶏のスープ，クリスマス
ケーキ

不検出 (2.4) 不検出 (3.0)

226 H25.1.16 H25.1.15 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，ひじきふりかけ，牛
乳，鱒の塩焼き，栗きんと
ん，白玉雑煮，みかん

不検出 (2.9) 不検出 (3.3)

227 H25.1.16 H25.1.15 県立学校 宮城県立利府支援学校

ミルクパン，牛乳，手作りハ
ンバーグのトマトソース，
ベークドポテト，白菜のクリー
ムスープ，りんご

不検出 (2.4) 不検出 (2.6)

228 H25.1.16 H25.1.15 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，野菜肉だん
ご，ブロッコリーサラダ，シー
フードカレー

不検出 (3.7) 不検出 (3.5)

229 H25.1.16 H25.1.15 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
ごはん，牛乳，いか天ぷら，
もやしの炒り煮，白菜の味噌
汁

不検出 (2.4) 不検出 (3.0)

230 H25.1.17 H25.1.16 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，
ホイコウロウ，中華コーン
スープ

不検出 (3.4) 不検出 (2.9)

231 H25.1.17 H25.1.16 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ごはん，味付けのり，牛乳，
洋風おでん，ブロッコリーの
おかかあえ，りんご

不検出 (3.1) 不検出 (2.9)

232 H25.1.17 H25.1.16 県立学校 宮城県立気仙沼支援学校
ごはん，牛乳，サバの塩焼
き，きんぴられんこん，豚
汁，バナナ

不検出 (3.0) 不検出 (3.8)
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233 H25.1.18 H25.1.17 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校

ソフトドックパン，牛乳，目玉
焼き，枝豆とコーンのソ
テー，キャベツと豚肉のスー
プ

不検出 (3.3) 不検出 (3.2)

234 H25.1.18 H25.1.17 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校

横割り丸パン，牛乳，ハン
バーグトマトソース，ほうれん
草のサラダ，コーンポター
ジュ

不検出 (3.5) 不検出 (3.0)

235 H25.1.18 H25.1.17 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
食パン，いちごジャム，牛
乳，はくさいのクリーム煮，
コーンサラダ，オロブランコ

不検出 (2.7) 不検出 (3.6)

236 H25.1.21 H25.1.18 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，かぼちゃコ
ロッケ，きざみ昆布と野菜の
炒め物，五目豆腐，いよか
ん

不検出 (3.2) 不検出 (2.6)

237 H25.1.21 H25.1.18 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

黒角食パン，はちみつマー
ガリン，牛乳，オムレツのトマ
トソースがけ，ジャーマンポ
テト，コンソメスープ，ヨーグ
ルト

不検出 (2.8) 不検出 (2.9)

238 H25.1.21 H25.1.18 市町村立学校 大崎市 大崎市大崎南学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，とり肉の唐揚
げ，切干大根の煮物，じゃ
がいものみそ汁

不検出 (1.9) 不検出 (3.5)

239 H25.1.21 H25.1.18 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小・中学校
ごはん，納豆，牛乳，小松菜
のツナ和え，煮込みおで
ん，紫いもチップス

不検出 (2.9) 不検出 (3.4)

240 H25.1.22 H25.1.21 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，鶏肉レモン
ソース，ポテトサラダ，野菜
スープ，ヨーグルト

不検出 (4.6) 不検出 (2.7)

241 H25.1.22 H25.1.21 県立学校 宮城県立利府支援学校

ごはん，牛乳，鮭の西京焼
き，蓮根入り煮物，大根と
キャベツあえ，ワカメ汁，い
ちご

不検出 (3.2) 不検出 (3.9)
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242 H25.1.22 H25.1.21 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
麦ごはん，牛乳，しそぎょう
ざ，フルーツ杏仁，中華飯
の具

不検出 (3.7) 不検出 (3.0)

243 H25.1.22 H25.1.21 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
ごはん，牛乳，はるまき，
マーボーとうふ，みかん

不検出 (3.4) 不検出 (3.5)

244 H25.1.23 H25.1.22 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，チリコンカン，
ポテトのチーズ煮，ABCスー
プ

不検出 (3.1) 不検出 (2.7)

245 H25.1.23 H25.1.22 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
食パン，とふっこジャム，牛
乳，ナポリタンスパゲティ，グ
ラタン，コーンサラダ

不検出 (2.9) 不検出 (2.3)

246 H25.1.23 H25.1.22 県立学校 宮城県立気仙沼支援学校
ごはん，牛乳，鮭のマヨネー
ズ焼き，キャベツのソテー，
かき玉汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

247 H25.1.24 H25.1.23 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
丸パン，牛乳，スライスチー
ズ，ハンバーグ，野菜スー
プ，ミニトマト

不検出 (2.5) 不検出 (3.4)

248 H25.1.24 H25.1.23 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，さばのみそ
煮，ごま酢和え，うどん汁

不検出 (2.2) 不検出 (3.9)

249 H25.1.24 H25.1.23 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
ごはん，牛乳，ぶりのおろし
ソース，里芋のそぼろ煮，小
松菜の味噌汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.5)

250 H25.1.24 H25.1.23 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，さわらの照り
焼き，小松菜とひじきのナム
ル，油麩入りみそ汁

不検出 (3.0) 不検出 (3.6)
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251 H25.1.25 H25.1.24 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校

わかめごはん，牛乳，鶏肉と
アーモンドがらめ，コーン入
り卵スープ，タイ風春雨サラ
ダ

不検出 (2.9) 不検出 (3.2)

252 H25.1.25 H25.1.24 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ガパオライス，牛乳，ヤムウ
ンセン，タイ風白菜スープ，
ライチゼリー

不検出 (3.3) 不検出 (3.2)

253 H25.1.25 H25.1.24 市町村立学校 大崎市 大崎市大崎南学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，紅鮭の塩焼
き，小松菜の煮びたし，ひき
な汁，みかん

不検出 (3.4) 不検出 (3.1)

254 H25.1.25 H25.1.24 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小・中学校

わかめごはん，牛乳，ささか
まの磯辺揚げ，伊豆沼れん
こんサラダ，きざみふのみそ
汁

不検出 (3.1) 不検出 (3.2)

255 H25.1.28 H25.1.25 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，納豆，牛乳，だいこ
んとツナの煮物，なめこ汁，
りんご

不検出 (3.4) 不検出 (3.4)

256 H25.1.28 H25.1.25 県立学校 宮城県立利府支援学校
油麩丼，牛乳，ほうれん草と
セリのおひたし，なめこ汁，り
んご

不検出 (2.3) 不検出 (2.6)

257 H25.1.28 H25.1.25 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
ごはん，牛乳，小松菜入り厚
焼き卵，肉じゃが，白菜の味
噌汁，みかん

不検出 (2.9) 不検出 (2.6)

258 H25.1.28 H25.1.25 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小・中学校
米粉パン，牛乳，わかさぎ天
ぷら，けんちんうどん，オレ
ンジ

不検出 (2.9) 不検出 (3.6)

259 H25.1.29 H25.1.28 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，鮭のみそマヨ
ネーズ焼き，すき昆布のいり
に，とうふ団子スープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)
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260 H25.1.29 H25.1.28 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ごはん，牛乳，鮭の西京焼
き，ひじきの炒り煮，とって投
げ汁

不検出 (2.7) 不検出 (2.6)

261 H25.1.29 H25.1.28 県立学校 宮城県立気仙沼支援学校
ごはん，牛乳，酢豚，わかめ
スープ，いちごヨーグルトゼ
リー

不検出 (2.9) 不検出 (3.1)

262 H25.1.30 H25.1.29 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
親子うどん，牛乳，塩竈サラ
ダ，バナナ

不検出 (3.4) 不検出 (2.8)

263 H25.1.30 H25.1.29 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，
スープスパゲティ，スパニッ
シュオムレツ，キャベツと
コーンのサラダ

不検出 (3.2) 不検出 (2.6)

264 H25.1.30 H25.1.29 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
玄米ハニーパン，牛乳，焼
きそば，フルーツのヨーグル
ト和え，なめこと卵のスープ

不検出 (2.2) 不検出 (3.2)

265 H25.1.30 H25.1.29 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，のりの佃煮，
ささかまぼこの生姜焼き，白
玉入り雑煮，清美オレンジ

不検出 (2.9) 不検出 (2.1)

266 H25.1.31 H25.1.30 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
食パン，牛乳，スライスチー
ズ，ゆで卵，マカロニサラ
ダ，ボルシチ

不検出 (3.5) 不検出 (2.6)

267 H25.1.31 H25.1.30 市町村立学校 大崎市 大崎市大崎南学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，さばの味噌
煮，肉じゃが，春雨スープ

不検出 (3.2) 不検出 (2.7)

268 H25.1.31 H25.1.30 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

さけわかめごはん，牛乳，揚
げシューマイ，豚肉とキャベ
ツのみそ炒め，コーン入り卵
スープ，ラ・フランス缶

不検出 (2.7) 不検出 (2.5)
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269 H25.1.31 H25.1.30 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小・中学校
ごはん，牛乳，厚揚げのみ
そ炒め，春雨チャンポンスー
プ，ポンカン

不検出 (2.1) 不検出 (3.6)

270 H25.2.1 H25.1.31 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，ソーセージ
アップルソース，春雨サラ
ダ，白菜シチュー

不検出 (2.8) 不検出 (3.1)

271 H25.2.1 H25.1.31 県立学校 宮城県立利府支援学校

スパゲティミートソース，牛
乳，ポテトコロッケ，フレンチ
サラダ，えのきスープ，ヨー
グルト

不検出 (3.0) 不検出 (3.1)

272 H25.2.1 H25.1.31 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，ドライカレー，
グリーンサラダ，ワカメスー
プ，豆乳プリン

不検出 (3.3) 不検出 (3.5)

273 H25.2.1 H25.1.31 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，牛乳，なっとう，キャ
ベツと豚肉のみそ炒め，油
ふ入りはっと汁

不検出 (3.6) 不検出 (3.6)

274 H25.2.4 H25.2.1 市町村立学校 村田町 村田町立村田第一中学校 中学校
ごはん，牛乳，大豆と小魚の
かき揚げ，根菜のみそ煮，
うーめん汁

不検出 (2.7) 不検出 (3.0)

275 H25.2.4 H25.2.1 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小学校
ごはん，牛乳，マーボーどう
ふ，ツナあえ，オレンジ

不検出 (1.9) 不検出 (3.0)

276 H25.2.4 H25.2.1 県立学校 宮城県立気仙沼支援学校
ごはん，牛乳，ほっけの塩焼
き，切り干し大根の炒め煮，
白菜の味噌汁，節分ボーロ

不検出 (2.8) 不検出 (4.2)

277 H25.2.5 H25.2.4 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ソフトドックパン，牛乳，鶏の
柔らか煮，ジャーマンポテ
ト，五目スープ

不検出 (2.8) 不検出 (3.8)
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278 H25.2.5 H25.2.4 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，鶏肉の照り焼
き，豆もやしの炒め物，白菜
とえのきのみそ汁

不検出 (3.2) 不検出 (3.2)

279 H25.2.5 H25.2.4 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校
ごはん，牛乳，ドライカレー，
春雨サラダ，中華風コーン
スープ

不検出 (3.3) 不検出 (3.9)

280 H25.2.5 H25.2.4 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

食パン，いちごジャム，牛
乳，フライドチキン，ひよこ豆
とコーンのソテー，コンソメ
スープ

不検出 (3.1) 不検出 (3.4)

281 H25.2.6 H25.2.5 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
アーモンドフライトマトソー
ス，豆とコーンのソテー，コロ
コロ野菜スープ，スウィー
ティー

不検出 (4.0) 不検出 (3.5)

282 H25.2.6 H25.2.5 市町村立学校 大崎市 大崎市大崎南学校給食センター 幼稚園，小・中学校
ごはん，牛乳，たれ付き肉だ
んご，ツナ和え，なめこ汁

不検出 (3.5) 不検出 (3.2)

283 H25.2.6 H25.2.5 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小・中学校
ミニメロンパン，牛乳，みそ
ラーメン，きのこのソテー，オ
レンジ

不検出 (2.5) 不検出 (2.7)

284 H25.2.7 H25.2.5 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，さわらの薬味
ソースかけ，茎わかめと野菜
の炒め煮，白菜の中華風豆
乳スープ，オレンジ

不検出 (2.1) 不検出 (3.8)

285 H25.2.7 H25.2.6 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，タンドリーチ
キン，ポテトリヨネーズ，かき
たまスープ

不検出 (3.1) 不検出 (3.5)

286 H25.2.7 H25.2.6 県立学校 宮城県立利府支援学校
ごはん，牛乳，焼き魚（鰤)，
大根の甘酢，五目豆の煮
物，かきたま汁，いよかん

不検出 (2.6) 不検出 (2.9)
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287 H25.2.7 H25.2.6 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，チキンオーブン焼き，大
豆のトマト煮，コーンスープ

不検出 (3.1) 不検出 (3.2)

288 H25.2.7 H25.2.6 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
ごはん，牛乳，和風おろしハ
ンバーグ，ひじきのにもの，
えのきのスープ

不検出 (2.7) 不検出 (3.3)

289 H25.2.8 H25.2.7 市町村立学校 村田町 村田第一中学校 中学校
米粉パン，牛乳，大豆入りペ
ンネイタリアン，カップエッ
グ，コールスローサラダ

不検出 (3.1) 不検出 (3.4)

290 H25.2.8 H25.2.7 市町村立学校 利府町 みんなのお昼ポテト館 小・中学校

こめこフォカッチャ，牛乳，タ
ンドリーチキン，じゃがいもの
チーズ煮，ジュリエンヌスー
プ

不検出 (2.8) 不検出 (3.6)

291 H25.2.8 H25.2.7 県立学校 気仙沼市 宮城県立気仙沼支援学校
ごはん，牛乳，寄せ鍋風煮，
五目豆，デコポン

不検出 (2.4) 不検出 (3.1)

292 H25.2.8 H25.2.7 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
小米粉パン，牛乳，野菜うど
ん，ホキフライ，角チーズ，
バナナ

不検出 (2.4) 不検出 (2.2)

293 H25.2.8 H25.2.7 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立月見ヶ丘小学校 小学校
ごはん，牛乳，チンジャオ
ロース，春雨スープ，オレン
ジ

不検出 (2.8) 不検出 (2.6)

294 H25.2.13 H25.2.8 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，鮭のマヨネー
ズ焼き，きのこのオイスター
ソース炒め，チンゲンサイの
スープ

不検出 (2.6) 不検出 (3.2)

295 H25.2.13 H25.2.8 市町村立学校 女川町 女川第一小学校給食調理場 中学校

ごはん，牛乳，納豆，ささか
まのゆかり揚げ，切り干し大
根入り和風サラダ，白菜と高
野豆腐のみそ汁

不検出 (2.4) 不検出 (3.7)
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296 H25.2.13 H25.2.8 市町村立学校 仙台市 仙台市荒巻学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，豚肉と大豆の
みそ煮，かき揚げ，けんちん
汁，いよかん

不検出 (3.1) 不検出 (3.0)
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