
№ 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 H26.7.15 H26.7.14 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，野菜コロッ
ケ，小松菜と豚肉のにんに
く炒め，わかめスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.2)

2 H26.7.15 H26.7.14 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 小学校・中学校
ごはん，牛乳，いかのかの
こやき，チンジャオロース，
なめこの中華スープ

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)

3 H26.7.16 H26.7.14 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，ペルー料理
「ロモ・サルタード」，ほしが
たポテト，えびとたまごの
スープ

不検出 (4.6) 不検出 (4.8)

4 H26.7.16 H26.7.15 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，すぶた，わ
かめとツナのあえもの，白菜
の中華スープ

不検出 (3.9) 不検出 (4.2)

5 H26.7.16 H26.7.15 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第三小学校 小学校
ごはん，牛乳，いかのアー
モンドがらめ，春雨サラダ，
かきたま汁，冷凍りんご

不検出 (4.7) 不検出 (4.6)

6 H26.7.16 H26.7.15 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，さんまのか
ば焼き，もやしと油揚げの
炒め煮，さつま汁

不検出 (3.8) 不検出 (4.7)

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
　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 H26.7.17 H26.7.16 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ココアパン，牛乳，照り焼き
チキン，コールスロー，ポ
タージュミネストラ

不検出 (3.9) 不検出 (4.0)

8 H26.7.17 H26.7.16 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校
ごはん，牛乳，ミートボール
のカレー，カリフラワーのサ
ラダ，小玉すいか

不検出 (3.9) 不検出 (4.9)

9 H26.7.17 H26.7.16 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，鮭のレモンド
レッシングがけ，厚揚げの
みそ炒め，せんべい汁

不検出 (4.8) 不検出 (4.4)

10 H26.7.18 H26.7.17 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
ミルクパン，牛乳，ささかま
のピザソース蒸し，ポトフ，
冷凍みかん

不検出 (4.3) 不検出 (4.0)

11 H26.7.18 H26.7.17 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，さんまオレン
ジ煮，ひじきの炒り煮，大根
のみそ汁，ブルーベリー
ヨーグルト

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

12 H26.7.18 H26.7.17 市町村立学校 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 小学校
チャーハン，牛乳，たこのか
ら揚げ，ワンタンスープ，フ
ルーツゼリー

不検出 (4.9) 不検出 (4.3)

13 H26.7.18 H26.7.17 県立学校 宮城県立古川支援学校
冷やしうどん，牛乳，ささか
ま２色揚げ，デラウエア

不検出 (4.5) 不検出 (4.5)

14 H26.9.3 H26.9.2 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，あじフライ・
小松菜とハムのソテー・ひき
な汁

不検出 (3.4) 不検出 (4.7)

15 H26.9.3 H26.9.2 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 小学校・中学校
ごはん，牛乳，えびしゅうま
い，バンバンジーサラダ，中
華スープ

不検出 (4.5) 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）

16 H26.9.3 H26.9.2 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，チャプチェ，
豆腐の中華煮，白玉フルー
ツ

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)

17 H26.9.4 H26.9.3 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

こめこパン，牛乳，トマトグラ
タン，ジャーマンポテト，卵
入り白菜スープ，ピーチ
ヨーグルト

不検出 (3.9) 不検出 (4.4)

18 H26.9.4 H26.9.3 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第三小学校 小学校

米粉玄米ハニーパン，牛
乳，ハンバーグ，ブロッコ
リーサラダ，かぼちゃのポ
タージュ，冷凍ラ・フランス

不検出 (4.8) 不検出 (4.4)

19 H26.9.4 H26.9.3 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
麦ごはん，牛乳，セサミビー
ンズ，夏野菜カレー，ひじき
サラダ

不検出 (3.6) 不検出 (3.7)

20 H26.9.5 H26.9.4 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，鮭ガーリック
バター，花野菜サラダ，クラ
ムチャウダー

不検出 (4.3) 不検出 (3.8)

21 H26.9.5 H26.9.4 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

横割り丸パン，スライスチー
ズ，牛乳，メンチカツ，コー
ルスローサラダ，ラビオリ
スープ

不検出 (4.7) 不検出 (5.0)

22 H26.9.5 H26.9.4 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，甘酢肉団
子，チャプチェ，中華風
コーンスープ

不検出 (3.8) 不検出 (4.1)

23 H26.9.8 H26.9.5 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
米粉パン，牛乳，豆豆サラ
ダ，パンプキンポタージュ，
ぶどう

不検出 (4.4) 不検出 (4.1)

24 H26.9.8 H26.9.5 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，夏野菜カ
レー，ひじきサラダ，フルー
ツカクテル

不検出 (4.8) 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）

25 H26.9.8 H26.9.5 市町村立学校 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 小学校
ごはん，牛乳，ゴーヤー
チャンプルー，中華味噌
スープ，冷凍ミカン

不検出 (4.6) 不検出 (4.6)

26 H26.9.8 H26.9.5 県立学校 宮城県立古川支援学校
ごはん，牛乳，鮭の照り焼
き，きんぴらごぼう，なすの
みそ汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.6)

27 H26.9.10 H26.9.9 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，あおばぎょう
ざ，ささみと豆もやしの和え
物

不検出 (5.0) 不検出 (4.9)

28 H26.9.10 H26.9.9 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校

バターロールパン，牛乳，と
り肉のレモンソースかけ，ポ
テトのチーズ煮，ミネスト
ローネ

不検出 (3.7) 不検出 (4.3)

29 H26.9.10 H26.9.9 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，鮭の
ジェノバソース焼き，きのこ
のガーリックソテー，パンプ
キンポタージュ

不検出 (4.6) 不検出 (4.2)

30 H26.9.11 H26.9.10 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，さんまの蒲
焼き，のりのつくだ煮，豚汁

不検出 (4.6) 不検出 (5.0)

31 H26.9.11 H26.9.10 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，さばねぎ塩
こうじ焼き，れんこんとごぼう
のピリ辛みそ炒め，けんち
ん汁，冷凍もも

不検出 (3.6) 不検出 (3.8)

32 H26.9.11 H26.9.10 市町村立学校 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 小学校

食パン，リンゴジャム，牛
乳，ポテトのチーズ焼き，パ
ンプキンポタージュ，オレン
ジ

不検出 (3.5) 不検出 (3.3)

33 H26.9.11 H26.9.10 県立学校 宮城県立古川支援学校
ごはん，牛乳，和風おろし
ハンバーグ，マカロニサラ
ダ，なめこと卵のスープ

不検出 (4.6) 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）

34 H26.9.12 H26.9.11 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
ごはん，牛乳，さんまのお
かか煮，きんぴらごぼう，
じゃがいもとにらのみそ汁

不検出 (3.8) 不検出 (4.3)

35 H26.9.12 H26.9.11 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 小学校・中学校
レーズンパン，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 (3.9) 不検出 (4.9)

36 H26.9.12 H26.9.11 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

ごはん，牛乳，ビビンバ，か
ぼちゃのそぼろあんかけ，
中華コーンスープ，サイ
ダーゼリー

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

37 H26.9.16 H26.9.12 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，わかめとツナのあえも
の，豆腐スープ，アセロラゼ
リー

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

38 H26.9.16 H26.9.12 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第三小学校 小学校
ごはん，牛乳，豚肉と大根
の煮物，小松菜のごま和
え，ふのり汁，梨

不検出 (4.6) 不検出 (4.5)

39 H26.9.16 H26.9.12 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，はちみつ，牛乳，
たらのバジル焼き，アーモ
ンドコールスロー，エビボー
ルスープ，グレープフルー
ツ

不検出 (4.8) 不検出 (4.8)

40 H26.9.17 H26.9.16 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校

ミルクパン，牛乳，藻塩入り
カップエッグ，コールスロー
サラダ，ミネストローネスー
プ

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

41 H26.9.17 H26.9.16 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 小学校

ごはん，牛乳，焼き魚（ほっ
け），ごぼうのごま炒め煮，
わかめ汁，プチチョコケー
キ

不検出 (4.8) 不検出 (4.6)

42 H26.9.17 H26.9.16 市町村立学校 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 小学校
背割りコッペパン，牛乳，
スープスパゲティ，ボイルド
ウインナー，ヨーグルト

不検出 (4.2) 不検出 (4.9)
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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）

43 H26.9.17 H26.9.16 県立学校 宮城県立古川支援学校

黒角食パン，メープル＆
マーガリン，牛乳，ペンネの
トマトソース煮，キャベツの
クリーミーサラダ，ほうれん
そうと卵のスープ，オレンジ

不検出 (4.2) 不検出 (4.5)

44 H26.9.18 H26.9.17 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ミルクパン，牛乳，グリルチ
キン，カラフルサラダ，パン
プキンポタージュ

不検出 (3.9) 不検出 (4.9)

45 H26.9.18 H26.9.17 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
ごはん，牛乳，あじの塩こう
じ焼き，さと芋のそぼろ煮，
油ふのみそ汁

不検出 (3.6) 不検出 (4.5)

46 H26.9.18 H26.9.17 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，かつおの南
蛮漬け，大根ときゅうりの梅
和え，みそけんちん汁

不検出 (4.6) 不検出 (3.6)

47 H26.9.19 H26.9.18 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さばの味噌
煮，キャベツのごま炒め，か
きたまじる

不検出 (4.1) 不検出 (4.6)

48 H26.9.19 H26.9.18 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第三小学校 小学校

ごはん，牛乳，ほっけの塩
焼き，切干大根のキムチ炒
め，なすのみそ汁，オレン
ジ

不検出 (4.8) 不検出 (4.6)

49 H26.9.19 H26.9.18 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，さわらの照り
焼き，ごま酢和え，おくずが
け

不検出 (4.2) 不検出 (4.6)

50 H26.9.20 H26.9.19 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
ソフトパン，牛乳，オムレ
ツ，ジャーマンポテト，みそ
ワンタンスープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.5)

51 H26.9.20 H26.9.19 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 小学校・中学校
ごはん，牛乳，揚げ餃子，
春雨と野菜の炒めもの，ワ
ンタンスープ

不検出 (4.5) 不検出 (4.9)
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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 H26.9.20 H26.9.19 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，くじら肉のケ
チャップ和え，つるむらさき
のお浸し，すっぽこ汁

不検出 (4.3) 不検出 (3.7)

53 H26.9.24 H26.9.22 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，鶏肉の中華
からあげ，きんぴらごぼう，
ごま入りもやしスープ，りん
ご

不検出 (4.7) 不検出 (4.5)

54 H26.9.24 H26.9.22 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川第三小学校 小学校
ごはん，牛乳，かつおの竜
田揚げ，すき昆布の煮物，
さつま汁，バナナ

不検出 (3.8) 不検出 (4.0)

55 H26.9.24 H26.9.22 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
米粉フォカッチャ，牛乳，わ
かさぎフライ，豆ときのこの
シチュー，フルーツポンチ

不検出 (4.7) 不検出 (4.4)

56 H26.9.25 H26.9.24 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，フルーツのゼリーあ
え，アーモンドフィッシュ

不検出 (4.3) 不検出 (4.1)

57 H26.9.25 H26.9.24 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 小学校・中学校
ごはん，牛乳，豚丼の具，さ
んまのつめりっこ汁，巨峰

不検出 (4.9) 不検出 (4.6)

58 H26.9.25 H26.9.24 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
手作りフレンチトースト，牛
乳，アーモンド入りサラダ，
ハヤシシチュー

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)

59 H26.9.25 H26.9.24 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，韓国のり，牛乳，
カーナくんの厚焼き卵，豚
肉となすの辛みそ炒め，肉
団子スープ

不検出 (3.4) 不検出 (4.3)

60 H26.9.26 H26.9.25 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
ナン，牛乳，ドライカレー，
フルーツヨーグルト

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)
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61 H26.9.26 H26.9.25 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，ししゃもフラ
イ，わかめのおひたし，スー
プスパゲティ

不検出 (4.9) 不検出 (4.6)

62 H26.9.26 H26.9.25 市町村立学校 仙台市 仙台市立東四郎丸小学校 小学校
ごはん，牛乳，いか天ぷら
の甘酢あんかけ，ナムル，
里芋の味噌汁

不検出 (3.7) 不検出 (4.4)

63 H26.9.26 H26.9.25 県立学校 宮城県立古川支援学校
海の幸ラーメン，牛乳，す
ずかけ揚げ餃子，フルーツ
ヨーグルト和え

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

64 H26.9.27 H26.9.26 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ハヤシライス，牛乳，だいこ
んサラダ，洋なしのタルト

不検出 (4.6) 不検出 (4.0)

65 H26.9.27 H26.9.26 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，味付けのり，牛乳，
きんぴら肉団子，豆もやし
の炒り煮，切干大根のみそ
汁

不検出 (4.7) 不検出 (4.5)

66 H26.10.1 H26.9.30 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
ごはん，牛乳，とり肉のトマ
トソースかけ，野菜ソテー，
マカロニスープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)

67 H26.10.1 H26.9.30 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，ナスいり麻婆豆腐，
春巻き，ナムル

不検出 (4.3) 不検出 (4.8)

68 H26.10.1 H26.9.30 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
ごはん，牛乳，鮭ザンギ，ツ
ナポパイサラダ，味噌けん
ちん汁

不検出 (3.8) 不検出 (4.4)

69 H26.10.2 H26.10.1 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
パンプキンパン，牛乳，お
豆コロッケ，かみかみサラ
ダ，カレー汁

不検出 (4.1) 不検出 (3.1)
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70 H26.10.2 H26.10.1 市町村立学校 大崎市 大崎市立長岡小学校 小学校
食パン，いちごジャム，牛
乳，タンドリーチキン，カミカ
ミ和え，米麺クリームスープ

不検出 (3.7) 不検出 (4.4)

71 H26.10.2 H26.10.1 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
ミルクパン，牛乳，鮭フラ
イ，ほうれん草のサラダ，
コーンいり卵スープ

不検出 (4.3) 不検出 (5.0)

72 H26.10.3 H26.10.2 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校

まいたけごはん，牛乳，焼
き栗コロッケ，チンゲンサイ
と春雨の炒め物，いものこ
汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.5)

73 H26.10.3 H26.10.2 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，白花豆のポター
ジュ，利府梨

不検出 (3.4) 不検出 (4.9)

74 H26.10.3 H26.10.2 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
ごはん，牛乳，さばのみそ
煮，切干大根の炒り煮，芋
煮汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.6)

75 H26.10.6 H26.10.3 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
海鮮パイタン麺，牛乳，しゅ
うまい，バナナ

不検出 (3.8) 不検出 (4.0)

76 H26.10.6 H26.10.3 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，さんまの塩
焼き，枝豆，豚汁，冷凍パ
イン

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

77 H26.10.6 H26.10.3 市町村立学校 仙台市 仙台市立七郷小学校 小学校
黒食パン，牛乳，きつねうど
ん，笹かまの磯辺揚げ，ミ
ニトマト

不検出 (3.8) 不検出 (4.9)

78 H26.10.6 H26.10.3 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ビビンバ，牛乳，じゃがいも
の香味和え，わかめスープ

不検出 (4.6) 不検出 (4.0)
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79 H26.10.8 H26.10.7 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，ツナたまご
やき，にくじゃが，かきたま
汁，りんごヨーグルト（中学
校：りんご）

不検出 (4.2) 不検出 (3.7)

80 H26.10.8 H26.10.7 市町村立学校 大崎市 大崎市立長岡小学校 小学校
ごはん，牛乳，ぎょうざ，も
やしのカレー和え，マー
ボードウフ

不検出 (4.9) 不検出 (4.8)

81 H26.10.8 H26.10.7 市町村立学校 仙台市Ａ 仙台市太白学校給食センター 小学校
ごはん，牛乳，赤魚の竜田
揚げ，五目豆腐，きゅうりの
風味漬け

不検出 (4.4) 不検出 (3.8)

82 H26.10.9 H26.10.8 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
ハヤシライス，牛乳，かいそ
うサラダ，ヨーグルト

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

83 H26.10.9 H26.10.8 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，ポークカレー，ひじき
サラダ，ブルーベリーゼリー

不検出 (4.4) 不検出 (4.0)

84 H26.10.9 H26.10.8 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
コッペパン，焼き栗コロッ
ケ，サラダでげんきりっちゃ
んサラダ，ミネストローネ

不検出 (4.6) 不検出 (4.8)

85 H26.10.10 H26.10.9 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
米粉パン，牛乳，ビーフンソ
テー，中華風なめこスー
プ，ブルーベリーゼリー

不検出 (4.0) 不検出 (4.0)

86 H26.10.10 H26.10.9 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，豚のスタミナ
焼き，切り昆布炒煮，おくず
がけ，チーズ

不検出 (4.3) 不検出 (3.9)

87 H26.10.10 H26.10.9 市町村立学校 仙台市 仙台市立七郷小学校 小学校
ごはん，牛乳，マーボー豆
腐，ひじきのサラダ，オレン
ジ

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)
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88 H26.10.10 H26.10.9 県立学校 宮城県立船岡支援学校

セルフ焼きそばパン，牛
乳，グリーンサラダ，ほたて
のスープ，豆乳チーズブ
ルーベリーデザート

不検出 (4.5) 不検出 (3.9)

89 H26.10.14 H26.10.10 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，チーズオム
レツ，ごぼうサラダ，ミート
ボールのブラウンシチュー

不検出 (4.8) 不検出 (4.6)

90 H26.10.14 H26.10.10 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，豚肉のとっ
ふこバーベキュ－ソースが
け，すき昆布の炒り煮，旬
野菜の味噌汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.7)

91 H26.10.14 H26.10.10 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，牛乳，ブルー
ベリーマーガリン，牛乳，白
身魚アーモンドフライ，えび
とペンネのトマト煮，コンソメ
スープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.6)

92 H26.10.16 H26.10.15 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，さんまの生
姜煮，焼きのり，芋煮汁，巨
峰

不検出 (4.6) 不検出 (4.6)

93 H26.10.16 H26.10.15 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，肉団子，
コールスローサラダ，クリー
ムシチュー

不検出 (4.4) 不検出 (4.0)

94 H26.10.16 H26.10.15 県立学校 宮城県立船岡支援学校
ごはん，牛乳，えびのチリ
ソース煮，バンバンジーサラ
ダ，塩ワンタンスープ

不検出 (4.2) 不検出 (3.7)

95 H26.10.16 H26.10.15 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，ビビンバ（肉
炒め），ビビンバ（ナムル），
春雨スープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.6)

96 H26.10.17 H26.10.16 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，味付けのり，牛乳，
赤魚のてり焼き，もやしのい
り煮，だいこんとわかめのみ
そ汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)
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97 H26.10.17 H26.10.16 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，ささみのレモン煮，き
んぴられんこん，味噌ワンタ
ンスープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.2)

98 H26.10.17 H26.10.16 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，酢豚，大根
の中華和え，酸辣湯

不検出 (5.0) 不検出 (5.0)

99 H26.10.17 H26.10.16 市町村立学校 仙台市 仙台市立七郷小学校 小学校
麦ごはん，牛乳，チキンカ
レー，和風サラダ，フルーツ
ゼリー

不検出 (3.5) 不検出 (4.7)

100 H26.10.18 H26.10.17 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
鶏そぼろ丼，牛乳，小松菜
のごま和え，味噌けんちん
汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.7)

101 H26.10.18 H26.10.17 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，肉だんご，ス
イートポテトサラダ，小松菜
のみそ汁

不検出 (4.1) 不検出 (3.8)

102 H26.10.18 H26.10.17 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
中華飯，牛乳，春巻，フ
ルーツヨーグルトあえ

不検出 (4.4) 不検出 (4.7)

103 H26.10.18 H26.10.17 市町村立学校 大崎市 大崎市立長岡小学校 小学校

ごはん，牛乳，揚げ豆腐の
ごまみそかけ，切干大根の
煮しめ，油麩となすのみそ
汁，ミニトマト

不検出 (4.3) 不検出 (4.5)

104 H26.10.18 H26.10.17 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

ごはん，牛乳，かつおの味
噌漬け焼き，ひじきの炒め
煮，あぶらふと大根の味噌
汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.7)

105 H26.10.22 H26.10.21 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，さばのカ
レー揚げ，さつま揚げのご
ま酢和え，大根の味噌汁

不検出 (4.5) 不検出 (4.4)

12 / 29 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）

106 H26.10.22 H26.10.21 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，野菜コロッ
ケ，ナムル，元気ボール
スープ

不検出 (4.3) 不検出 (5.0)

107 H26.10.22 H26.10.21 市町村立学校 仙台市 仙台市立七郷小学校 小学校
ごはん，牛乳，鶏肉のバン
バンジーソース，ほうれんそ
うのスープ，バンサンスー

不検出 (3.8) 不検出 (4.6)

108 H26.10.22 H26.10.21 県立学校 宮城県立船岡支援学校
塩焼きそば，牛乳，豆腐
しゅうまい，あさりのスープ，
フルーツポンチ和え

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

109 H26.10.23 H26.10.22 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，いかのスタミ
ナ焼き，千草和え，あぶら
麩じゃが

不検出 (4.9) 不検出 (4.9)

110 H26.10.23 H26.10.22 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，味付けのり，牛乳，
笹かまの生姜醤油がけ，ひ
じきの炒り煮，油麩のみそ
汁

不検出 (5.0) 不検出 (4.6)

111 H26.10.24 H26.10.23 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，えごま豚メン
チカツ，小松菜のいそべあ
え，ワカメスープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.1)

112 H26.10.24 H26.10.23 市町村立学校 大崎市 大崎市立長岡小学校 小学校
ごはん，牛乳，納豆，炒りど
り，まいたけのすまし汁，花
咲みかん

不検出 (4.8) 不検出 (4.9)

113 H26.10.24 H26.10.23 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

ソフトパン，牛乳，ポークソ
テーのピザソースかけ，
アーモンド入りサラダ，コン
ソメスープ

不検出 (4.4) 不検出 (3.8)

114 H26.10.27 H26.10.24 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
黒とう食パン，牛乳，ハム
チーズピカタ，きのこと秋野
菜のポトフ，オレンジ

不検出 (4.2) 不検出 (4.9)
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115 H26.10.27 H26.10.24 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，笹かまのチーズ焼
き，ごぼうの味噌炒め，ピリ
辛みそ汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.4)

116 H26.10.27 H26.10.24 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，豆腐の中華煮，肉
しゅうまい，ナムル，柿

不検出 (3.9) 不検出 (3.9)

117 H26.10.29 H26.10.28 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，ぶたみそそ
ぼろ，おでん，ブロッコリ-の
おかか和え

不検出 (3.4) 不検出 (3.8)

118 H26.10.29 H26.10.28 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

まいたけごはん，牛乳，さば
のバンバンジーソース，切
干大根の炒め煮，里芋汁，
（中学校：ブルーベリーヨー
グルト）

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

119 H26.10.29 H26.10.28 市町村立学校 大崎市 大崎市立長岡小学校 小学校
ごはん，牛乳，鮭の南部焼
き，菊花びたし，みそおで
ん，りんご

不検出 (4.0) 不検出 (4.0)

120 H26.10.29 H26.10.28 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
ごはん，味付け海苔，牛
乳，海老とうずら卵のチリ
ソース煮，大学いも，みかん

不検出 (3.7) 不検出 (3.8)

121 H26.10.30 H26.10.29 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立第二小学校 小学校
ごはん，牛乳，じゃこのつく
だ煮，りっちゃんサラダ，豚
汁

不検出 (4.0) 不検出 (5.0)

122 H26.10.30 H26.10.29 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，納豆，海草
サラダ，煮込みおでん，りん
ご

不検出 (3.3) 不検出 (4.2)

123 H26.10.30 H26.10.29 市町村立学校 仙台市 仙台市立七郷小学校 小学校
パンプキンパン，牛乳，み
そラーメン，目玉焼き，みか
ん

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)
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124 H26.10.30 H26.10.29 県立学校 宮城県立船岡支援学校
栗ごはん，牛乳，かつおの
生姜焼き，れんこんのきん
ぴら，まいたけ汁

不検出 (4.2) 不検出 (3.9)

125 H26.10.30 H26.10.29 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
麦ごはん，牛乳，豚丼の
具，小松菜のおひたし，白
菜スープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.1)

126 H26.10.31 H26.10.30 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さんまの竜
田揚げ，切干大根の煮物，
わかめ汁

不検出 (4.9) 不検出 (3.9)

127 H26.10.31 H26.10.30 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
ピザパン，牛乳，ビーンズ
サラダ，パンプキンスープ，
フルーツゼリー

不検出 (3.6) 不検出 (3.8)

128 H26.10.31 H26.10.30 市町村立学校 女川町 女川町立女川小学校給食調理場
ごはん，牛乳，あじの塩焼
き，肉じゃが，ふのりのみそ
汁，オレンジ

不検出 (4.5) 不検出 (4.9)

129 H26.11.1 H26.10.31 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，豚丼，牛乳，かぼ
ちゃのチーズフライ，もやし
のみそ汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.9)

130 H26.11.1 H26.10.31 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，ミートボール
ハヤシシチュー，かぼちゃ
のサラダ，元気ヨーグルト

不検出 (4.8) 不検出 (4.5)

131 H26.11.5 H26.11.4 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，やさいしゅー
まい，マーボーとうふ，オレ
ンジ

不検出 (4.6) 不検出 (4.0)

132 H26.11.5 H26.11.4 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

背割りコッペパン，牛乳，ボ
イルウインナーのトマトソー
スかけ，キャベツとコーンの
サラダ，クラムチャウダー

不検出 (4.2) 不検出 (4.5)
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133 H26.11.5 H26.11.4 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
ごはん，牛乳，ぶり照り焼
き，筑前煮，わかめのみそ
汁

不検出 (4.8) 不検出 (3.9)

134 H26.11.6 H26.11.5 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
こめこパン，牛乳，チーズオ
ムレツのきのこソース，グ
リーンサラダ，コーンスープ

不検出 (4.2) 不検出 (3.8)

135 H26.11.6 H26.11.5 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川東中学校 中学校

ごはん、牛乳，鮭フライ，豆
もやしの炒り煮，じゃがいも
のピリ辛味噌汁，グレープ
フルーツ

不検出 (4.0) 不検出 (4.1)

136 H26.11.6 H26.11.5 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

小チーズパン，牛乳，スパ
ゲッティペスカトーレ，鶏肉
のマーマレード焼き，ビーン
ズサラダ

不検出 (4.4) 不検出 (4.8)

137 H26.11.7 H26.11.6 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，油麩丼，くき
わかめのサラダ，豚汁

不検出 (3.6) 不検出 (4.4)

138 H26.11.7 H26.11.6 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

こめこフォカッチャ，牛乳，
チキンボール，大豆入りペ
ンネイタリアン，フルーツの
ソフトゼリー和え

不検出 (4.8) 不検出 (4.5)

139 H26.11.7 H26.11.6 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，かつおのご
ま味噌がらめ，名取産大根
ときゅうりの梅和え，すまし
汁，りんご

不検出 (3.9) 不検出 (4.4)

140 H26.11.8 H26.11.7 市町村立学校 塩竃市 塩竃市立杉の入小学校 小学校
横割り丸パン，牛乳，煮込
みハンバーグ，野菜スー
プ，りんご

不検出 (4.6) 不検出 (4.7)

141 H26.11.8 H26.11.7 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，さんま甘露
煮，切り干し大根サラダ，
しょうゆラーメン

不検出 (4.5) 不検出 (4.4)
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142 H26.11.8 H26.11.7 市町村立学校 仙台市 仙台市立寺岡中学校 中学校
ごはん，ひじきふりかけ，牛
乳，たこのから揚げ，五目き
んぴら，さつま汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.7)

143 H26.11.12 H26.11.11 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，牛乳，豆腐メンチ
カツ，きゅうりとわかめサラ
ダ，卵スープ，黒ごまプリン

不検出 (4.0) 不検出 (4.3)

144 H26.11.12 H26.11.11 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川東中学校 中学校
ごはん，牛乳， ほっけの塩
焼き，厚揚げの炒め物，鶏
団子のみそ汁，りんご

不検出 (4.1) 不検出 (4.0)

145 H26.11.12 H26.11.11 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

ごはん，味付けのり,牛乳，
かつおとじゃがいものスパイ
ス炒め，きのこスープ，黄桃
缶

不検出 (3.9) 不検出 (4.3)

146 H26.11.13 H26.11.12 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ココアパン，牛乳，かぼちゃ
クノ-デル，フルーツミック
ス，ポトフ

不検出 (4.5) 不検出 (4.2)

147 H26.11.13 H26.11.12 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ごはん，牛乳，揚げさばか
らし醤油がけ，名取産小松
菜ともやしの煮びたし，おく
ずかけ

不検出 (4.5) 不検出 (4.2)

148 H26.11.13 H26.11.12 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
舞茸ごはん,牛乳,卵焼き,お
かかあえ，わかめ汁

不検出 (4.2) 不検出 (3.8)

149 H26.11.14 H26.11.12 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，鯖のゆず塩
こうじ焼き，大根のそぼろ
煮，わかめ汁

不検出 (3.7) 不検出 (4.8)

150 H26.11.14 H26.11.13 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，春巻き，フ
ルーツポンチ，野菜ちゃん
ぽん

不検出 (3.5) 不検出 (3.3)
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検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

151 H26.11.14 H26.11.13 市町村立学校 仙台市 仙台市立寺岡中学校 中学校
小黒食パン，スライスチー
ズ，牛乳，五目うどん，かぼ
ちゃの天ぷら，おひたし

不検出 (3.2) 不検出 (4.3)

152 H26.11.15 H26.11.14 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
米粉パン，牛乳，オムレツ，
焼きそば，みかん

不検出 (3.8) 不検出 (4.7)

153 H26.11.15 H26.11.14 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，鶏肉のアッ
プルソースかけ，ビーフンソ
テー，わかめスープ

不検出 (3.7) 不検出 (3.2)

154 H26.11.15 H26.11.14 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，たらのコーン
マヨ焼き，キャベツの油揚げ
のごま炒め，なめこと豆腐の
みそ汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.0)

155 H26.11.19 H26.11.18 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，しそひじき、牛乳，
いわしのカリカリフライ，小
松菜のごま和え，切り干し
だいこんのみそ汁

不検出 (4.7) 不検出 (4.4)

156 H26.11.19 H26.11.18 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校
ミルクパン，牛乳，あじナ
ゲット，花野菜サラダ，みそ
ラーメン

不検出 (4.8) 不検出 (4.9)

157 H26.11.20 H26.11.19 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
みそラーメン，牛乳，さくら
がつおシュウマイ，クラゲの
あえもの

不検出 (4.7) 不検出 (4.6)

158 H26.11.20 H26.11.19 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，豚のみそ焼
き，ポテトリヨネーズ，洋風
かきたまスープ，ブルーベ
リーゼリー

不検出 (3.7) 不検出 (4.8)

159 H26.11.20 H26.11.19 市町村立学校 仙台市 仙台市立寺岡中学校 中学校
ごはん，牛乳，卵とじ，小松
菜のごま和え，豚汁

不検出 (3.7) 不検出 (3.5)
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検査対象施設 放射性セシウム濃度（Ｂｑ/kg）

160 H26.11.20 H26.11.19 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川東中学校 中学校
ごはん，ひれカツ，キャベツ
の煮物，えのきのみそ汁，
オレンジ

不検出 (4.5) 不検出 (4.9)

161 H26.11.20 H26.11.19 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
栗ごはん，牛乳，白身魚の
天ぷら，名取産白菜おひた
し，みそ野菜スープ

不検出 (4.6) 不検出 (4.7)

162 H26.11.21 H26.11.20 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，たまご
焼き，ほうれんそうのおひた
し，油ふのみそ汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.0)

163 H26.11.21 H26.11.20 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
ごはん，牛乳，いかリングフ
ライ，チャプチェ，白菜と肉
団子のスープ

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

164 H26.11.25 H26.11.21 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
カレーピラフ，牛乳，ミル
メーク，伊豆沼産れんこん
サラダ，ヨーグルト

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

165 H26.11.25 H26.11.21 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
きのこごはん，牛乳，さんま
のオレンジ煮，豚肉と大根
の煮物，かきたま汁

不検出 (3.3) 不検出 (4.7)

166 H26.11.25 H26.11.21 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
ごはん，牛乳，さんまの塩
ふり焼き，わかめの生姜あ
え，呉汁，みかん

不検出 (4.6) 不検出 (4.7)

167 H26.11.26 H26.11.25 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，マーボー豆
腐，ナムル，かき

不検出 (4.3) 不検出 (4.5)

168 H26.11.26 H26.11.25 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，かぼちゃ入り
たまご焼き，豆豆サラダ，ク
ラムチャウダー

不検出 (5.0) 不検出 (4.0)
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169 H26.11.26 H26.11.25 市町村立学校 仙台市 仙台市立寺岡中学校 中学校
小ココアパン，牛乳，大豆
入りミートペンネ，エッグコ
コット，野菜スープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.6)

170 H26.11.27 H26.11.26 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，たこ天ぷら，
小松菜のおかかあえ，ひき
な汁，めかぶとろろ

不検出 (4.8) 不検出 (4.6)

171 H26.11.27 H26.11.26 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，五色そぼ
ろ，はっと汁，みかん

不検出 (4.6) 不検出 (5.0)

172 H26.11.27 H26.11.26 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
ココアパン，牛乳，焼きうど
ん，海草サラダ，みそ野菜
スープ

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)

173 H26.11.28 H26.11.27 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
麦ごはん，牛乳，ドライカ
レー，わかめスープ，フ
ルーツのゼリーかけ

不検出 (4.2) 不検出 (4.3)

174 H26.11.28 H26.11.27 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川東中学校 中学校

スパゲティミートソース，牛
乳，かぼちゃひき肉フライ，
野菜スープ，フルーツソフト
ゼリー

不検出 (4.3) 不検出 (4.1)

175 H26.11.28 H26.11.27 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

米粉パン，牛乳，目玉焼
き，白いんげん豆のポター
ジュ，オニオンドレッシング
サラダ

不検出 (4.1) 不検出 (4.2)

176 H26.11.29 H26.11.28 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，カレー，切り
干しだいこんのサラダ，ス
ティックマロン

不検出 (4.2) 不検出 (4.3)

177 H26.11.29 H26.11.28 市町村立学校 利府町 みんなのお昼キャロット館 小学校・中学校
ごはん，牛乳，まぐろ入りき
んぴら，さつま汁，ヨーグル
ト

不検出 (4.7) 不検出 (4.6)
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178 H26.11.29 H26.11.28 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校

ココアパン，牛乳，小魚
アーモンド，豆腐ハンバー
グのきのこソース，ひじきサ
ラダ，ジュリエンヌスープ

不検出 (3.7) 不検出 (5.0)

179 H26.12.3 H26.12.2 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，チキン南
蛮，ひじきサラダ，小松菜の
みそ汁

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)

180 H26.12.3 H26.12.2 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

食パン，いちごジャム，牛
乳，ほうれん草のオムレツ
のデミグラスソースかけ，冬
野菜シチュー，アセロラゼ
リー

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

181 H26.12.3 H26.12.2 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
中華おこわ，牛乳，春巻き，
ごま酢和え，たまごスープ

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

182 H26.12.4 H26.12.3 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校

横割丸パン，牛乳，ハン
バーグのケチャップソース，
コールスローサラダ，コーン
スープ

不検出 (3.2) 不検出 (3.9)

183 H26.12.4 H26.12.3 市町村立学校 大崎市 大崎市立古川東中学校 中学校
ごはん，牛乳，鶏肉とカ
シューナッツ炒め，春雨サ
ラダ，かき玉汁

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

184 H26.12.4 H26.12.3 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
ごはん,牛乳,わかさぎフラ
イ，チャプチェ，白菜の中
華風豆乳スープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.7)

185 H26.12.5 H26.12.4 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，中華風ロー
ストチキン，キャベツのおか
か和え，根菜のカレースー
プ

不検出 (4.4) 不検出 (4.0)

186 H26.12.5 H26.12.4 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

米粉フォカッチャ，牛乳，か
ぼちゃクノ－テル，スパゲ
ティナポリタン，梨入りフ
ルーツヨーグルト

不検出 (4.7) 不検出 (4.8)
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187 H26.12.5 H26.12.4 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，赤魚の生姜
醤油焼き，ひじきの炒り煮，
豚汁，みかん

不検出 (3.6) 不検出 (5.0)

188 H26.12.6 H26.12.5 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，海苔佃煮，牛乳，
鮭の塩焼き，沢煮椀，オレ
ンジ

不検出 (4.2) 不検出 (4.4)

189 H26.12.6 H26.12.5 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，たらの香味
ソースがけ，ごぼうサラダ，
山菜なめこうどん

不検出 (4.9) 不検出 (4.2)

190 H26.12.6 H26.12.5 市町村立学校 仙台市 仙台市立寺岡中学校 中学校

小米粉パン，牛乳，野菜
ラーメン，揚げしゅうまい，
ほうれんそうの中華和え，
みかん

不検出 (4.9) 不検出 (4.1)

191 H26.12.10 H26.12.9 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，肉じゃが，かきたま
汁，みかん

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)

192 H26.12.10 H26.12.9 市町村立学校 大崎市 大崎市立松山小学校 小学校

レーズンパン，牛乳，肉だ
んご，白菜のフレンチサラ
ダ，ミネストローネ，キウイフ
ルーツ

不検出 (4.1) 不検出 (4.1)

193 H26.12.10 H26.12.9 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

わかめごはん，牛乳，鶏肉
とカシューナッツの炒め物，
ほうれんそうとひき肉のスー
プ，りんご

不検出 (4.6) 不検出 (4.7)

194 H26.12.11 H26.12.10 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校

食パン，牛乳，ささみチー
ズフライ，アスパラガスサラ
ダ，野菜と豆のコンソメスー
プ

不検出 (4.8) 不検出 (4.1)

195 H26.12.11 H26.12.10 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，さばの照り焼
き，筑前煮，旬野菜の味噌
汁

不検出 (4.4) 不検出 (5.0)

22 / 29 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）

196 H26.12.11 H26.12.10 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，納豆，牛乳，キャベ
ツときゅうりの梅和え，煮込
みおでん

不検出 (4.1) 不検出 (5.0)

197 H26.12.12 H26.12.11 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，肉じゃが，や
さいふりかけ，つみいれ汁

不検出 (4.1) 不検出 (4.5)

198 H26.12.12 H26.12.11 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校

ごはん，ピピピチーズ，牛
乳，鶏肉のバーベキュー
ソースかけ，めん入り野菜
炒め，きのこ汁

不検出 (3.8) 不検出 (4.8)

199 H26.12.12 H26.12.11 市町村立学校 仙台市 仙台市立鹿野小学校 小学校
ごはん，牛乳，さかなとナッ
ツのみそがらめ，レタススー
プ，りんご

不検出 (3.4) 不検出 (4.3)

200 H26.12.15 H26.12.12 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
金時豆パン，牛乳，海鮮
しゅうまい，カレーうどん，り
んご

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)

201 H26.12.15 H26.12.12 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，黒酢肉団
子，すきこんぶの煮物，わ
かめスープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.3)

202 H26.12.15 H26.12.12 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
麦ごはん，牛乳，キーマカ
レー，大根と水菜のサラダ，
フルーツのヨーグルト和え

不検出 (4.6) 不検出 (3.9)

203 H26.12.16 H26.12.15 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，めかじきのご
まみそかけ，くきわかめサラ
ダ，のっぺい汁

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

204 H26.12.17 H26.12.15 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，鮭の塩焼
き，里芋のそぼろ煮，もやし
の味噌汁

不検出 (3.4) 不検出 (4.4)
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205 H26.12.17 H26.12.15 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，春巻き，マー
ボー春雨，わかめスープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.6)

206 H26.12.17 H26.12.16 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，鮭のねぎ
ソース，ひじきの炒り煮，油
麩のみそ汁

不検出 (4.6) 不検出 (4.6)

207 H26.12.17 H26.12.16 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，いかのチリ
ソース炒め，海草サラダ，ワ
ンタンスープ

不検出 (4.4) 不検出 (4.3)

208 H26.12.17 H26.12.16 市町村立学校 仙台市 仙台市立鹿野小学校 小学校

まるパン，ラ・フランスジャ
ム，牛乳，こいわしのフラ
イ，じゃがいものチーズ煮，
コーン入り卵スープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.2)

209 H26.12.18 H26.12.17 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，野菜コロッ
ケ，すき焼き煮，りんご

不検出 (4.5) 不検出 (4.9)

210 H26.12.18 H26.12.17 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，和風おろし
ハンバーグ，もやしの炒め
煮，チゲ風スープ

不検出 (4.7) 不検出 (4.7)

211 H26.12.18 H26.12.17 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

米粉スイートパン，ジョア，
ローストチキン，えびカツ，
パスタサラダ，野菜たっぷり
スープ，ロールケーキ

不検出 (4.3) 不検出 (4.0)

212 H26.12.19 H26.12.18 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，まぐろかりん
揚げ，小松菜のいそべあ
げ，けんちん汁

不検出 (4.9) 不検出 (4.8)

213 H26.12.19 H26.12.18 市町村立学校 大崎市 大崎市立松山小学校 小学校
ごはん，牛乳，ほっけの塩
麹焼き，冬至かぼちゃ，チ
ゲスープ，もも缶

不検出 (4.0) 不検出 (4.1)
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214 H26.12.19 H26.12.18 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
クロワッサン，牛乳，フライド
チキン，はくさいのクリーム
煮，クリスマスゼリー

不検出 (3.9) 不検出 (4.6)

215 H27.1.14 H27.1.13 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校

横割り丸パン，牛乳，煮込
みハンバーグ，ブロッコリー
サラダ，かぶとベーコンの
スープ

不検出 (4.1) 不検出 (4.7)

216 H27.1.14 H27.1.13 市町村立学校 角田市 角田市学校給食センター 中学校
ごはん，野菜ふりかけ，牛
乳，トマトオムレツ，ポテトサ
ラダ，豆と野菜のスープ，

不検出 (3.7) 不検出 (4.3)

217 H27.1.14 H27.1.13 市町村立学校 仙台市 仙台市立鹿野小学校 小学校
わかめごはん，牛乳，ささか
まぼこの磯辺揚げ，白玉雑
煮，みかん

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

218 H27.1.15 H27.1.14 市町村立学校 大郷町 大郷町学校給食センター 小学校
ソフトパン，牛乳，フランクフ
ルト，マカロニサラダ，クリー
ムシチュー

不検出 (4.5) 不検出 (4.5)

219 H27.1.15 H27.1.14 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，さばの味噌
煮，海草サラダ，ニラ玉スー
プ

不検出 (4.0) 不検出 (4.5)

220 H27.1.15 H27.1.14 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，ぶりの辛味
漬け焼き，名取産小松菜の
おひたし，五目豆腐

不検出 (4.5) 不検出 (4.7)

221 H27.1.16 H27.1.15 市町村立学校 東松島市 東松島市学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，照り焼きハン
バーグ，もやしのピリからい
ため，ひきな汁，みかん

不検出 (4.5) 不検出 (4.4)

222 H27.1.16 H27.1.15 市町村立学校 大崎市 大崎市立松山小学校 小学校
ごはん，牛乳，鶏の照り焼
き，つぼみ菜のツナマヨ，白
玉雑煮，豆乳プリン

不検出 (4.6) 不検出 (4.9)
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223 H27.1.16 H27.1.15 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，かわりごはんの具，
牛乳，焼きししゃも，すきこ
んぶに，ぶたじる

不検出 (4.9) 不検出 (4.2)

224 H27.1.17 H27.1.16 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
パン，チーズ，牛乳，肉しゅ
うまい，ちゃんぽんうどん，り
んご

不検出 (4.6) 不検出 (4.8)

225 H27.1.17 H27.1.16 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さわらの照り
焼き，金平ごぼう，大根汁

不検出 (3.4) 不検出 (4.1)

226 H27.1.17 H27.1.16 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，県産大豆の
ポークビーンズ，グリーンサ
ラダ，ABCマカロニスープ

不検出 (4.3) 不検出 (5.0)

227 H27.1.21 H27.1.20 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，ちくわの磯
辺揚げ，春雨サラダ，味噌
スープ，ぶどうゼリー

不検出 (3.2) 不検出 (4.1)

228 H27.1.21 H27.1.20 市町村立学校 大崎市 大崎市立松山小学校 小学校

肉まん，牛乳，じゃじゃめ
ん，かみかみサラダ，いか
だんごスープ，南部せんべ
い

不検出 (3.9) 不検出 (4.9)

229 H27.1.21 H27.1.20 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，豚肉とまい
たけのオイスターソース炒
め，じゃがいもと大根のみそ
汁，グレープフルーツ

不検出 (4.5) 不検出 (4.1)

230 H27.1.22 H27.1.21 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さわらのゆず
みそ焼き，もやしのいり煮，
じゃがいものみそ汁，

不検出 (4.6) 不検出 (4.8)

231 H27.1.22 H27.1.21 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小学校・中学校
ごはん，牛乳，ほっけの塩
焼き，メンマの炒め煮，わか
め汁

不検出 (4.2) 不検出 (4.8)
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232 H27.1.22 H27.1.21 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

チョコレートパン，牛乳，イ
カリングフライ，ほうれん草と
コーンのソテー，ポトフ，手
作りチーズケーキ

不検出 (4.9) 不検出 (4.6)

233 H27.1.23 H27.1.22 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，
鶏肉のから揚げ，きゅうりと
ツナのサラダ，肉じゃが

不検出 (3.8) 不検出 (4.7)

234 H27.1.23 H27.1.22 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

ツイストパン，牛乳，鶏肉の
ママレード焼き，ブロッコ
リーのおかか和え，コーン
ポタージュ

不検出 (4.6) 不検出 (4.4)

235 H27.1.23 H27.1.22 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，ひとくちひれ
かつ，キャベツサラダ，キー
マカレー

不検出 (4.1) 不検出 (4.0)

236 H27.1.26 H27.1.23 市町村立学校 塩竈市 塩竈市立杉の入小学校 小学校
あんかけうどん，牛乳，あつ
あつ笹かま，大根サラダ

不検出 (4.4) 不検出 (4.5)

237 H27.1.26 H27.1.23 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，ナム
ル，おでん，ポンカン

不検出 (4.3) 不検出 (4.8)

238 H27.1.26 H27.1.23 市町村立学校 仙台市 仙台市立鹿野小学校 小学校
ごはん，牛乳，油麩の卵と
じ，おくずかけ，いちご

不検出 (4.1) 不検出 (4.4)

239 H27.1.28 H27.1.27 市町村立学校 南三陸町 南三陸町学校給食センター 小学校・中学校
ごはん，牛乳，さけの塩焼
き，小松菜のおかかあえ，
わかめ汁

不検出 (4.7) 不検出 (4.2)

240 H27.1.28 H27.1.27 市町村立学校 気仙沼市 気仙沼市立本吉共同調理場 小学校・中学校
チーズパン，牛乳，笹かま
の磯辺揚げ，なめこうどん，
給食週間ゼリー

不検出 (4.7) 不検出 (3.6)
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241 H27.1.28 H27.1.27 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，十和田ばら
焼き，かみかみ和え，青森
けの汁

不検出 (3.6) 不検出 (4.4)

242 H27.1.29 H27.1.28 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
米粉パン，牛乳，焼きそ
ば，豆腐メンチカツ，きゅうり
とわかめサラダ

不検出 (4.1) 不検出 (4.9)

243 H27.1.29 H27.1.28 市町村立学校 大崎市 大崎市立松山小学校 小学校
わかめごはん，牛乳，いか
の生姜焼き，白菜のおかか
あえ，はっと汁，プリン

不検出 (4.3) 不検出 (4.1)

244 H27.1.29 H27.1.28 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
ココアパン，牛乳，べにさけ
のバジル焼き，コンソメスー
プ，バナナ

不検出 (4.3) 不検出 (4.7)

245 H27.1.30 H27.1.29 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，味付肉団
子，塩竃サラダ，ワンタン
スープ

不検出 (4.8) 不検出 (4.7)

246 H27.1.30 H27.1.29 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，さんまオレン
ジ煮，バンバンジーサラダ，
豚汁，お米のムース

不検出 (3.8) 不検出 (3.8)

247 H27.1.30 H27.1.29 市町村立学校 仙台市 仙台市立鹿野小学校 小学校

コッペパン，マーガリン，イ
チゴジャム，牛乳，こいわし
のフライ，ベーコンと白菜の
クリーム煮，オレンジ

不検出 (3.2) 不検出 (3.5)

248 H27.2.2 H27.1.30 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，カレー，海
藻サラダ，焼きプリンタルト

不検出 (4.5) 不検出 (4.6)

249 H27.2.2 H27.1.30 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，鶏肉とカ
シューナッツの炒め物，な
めこの中華スープ，花みか
ん

不検出 (4.2) 不検出 (3.9)
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250 H27.2.2 H27.1.30 市町村立学校 名取市 名取市学校給食センター 中学校
米粉パン，牛乳，豚肉のフ
ルーツソースかけ，ごまきゅ
うり漬け，山形風芋煮うどん

不検出 (4.0) 不検出 (4.6)
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