
みんな大好きニンニク！

平野レミさんの超簡単絶品レシピ大紹介！

今すぐ使えるニオイ対策も！ 

今回のテーマはニンニクニンニク！ 

ゲストはニンニク大好きだという

料理愛好家の平野レミ平野レミさんと

ガレッジセールのゴリゴリさん！

■平野レミさんオススメ料理平野レミさんオススメ料理

さっそく、レミさんにニンニク料理を作ってもらった！ 

丸ごとドッカン！満開ニンニク

＜材料＞＜材料＞

＜作り方＞＜作り方＞

１１  ニンニクを皮ごと横半分に切る

２２  切ったニンニクを水で濡らしたキッチンペーパーに包み、さらにラップで包む

３３  それを電子レンジに１分かける

４４  ひっくり返して、電子レンジにさらに１分かける

５５  オリーブオイルで焼き、焦げ目をつける（弱火で約５分）

６６  ＜ソース作り＞＜ソース作り＞

生クリーム・アンチョビ・オリーブオイルを混ぜ合わせて盛りつければ、完成☆

バーニャカウダのようにソースにつけて食べるのがオススメ！

■ニンニク皮むきに挑戦ニンニク皮むきに挑戦

3月2日
ニンニク大活用術！！

匂いレス＆デリシャスなニ

ンニク料理！匂い消しに

効果的な食材はコレ！

3月1日
たった５つのコツで！誰で

も“ありがとう”が言える！
「感謝の法則」

2月29日
生放送!! ニュースWEB
ティーンズ 10代注目の2
月のニュース！ＴＤＬ値上

げの理由は？ニッチェ

も！

2月24日
永遠の憧れ『先輩男

子』！娘の“平成”＆母
の“昭和”アプローチに驚
きの違いが!!

2月23日
“女子”失恋カフェ!!「恋愛
禁止！」で燃え上がる恋

「運命の人」と恋の結末

は？

2月22日
生放送!１０代トラブル裁
判所!!友だちが好きな人
を横取り!これってあり?み
んなの意見で判定!

2月17日
卒業　最高の思い出作

りに挑戦！感動的なよせ

がきや卒業動画の極意と

は！？親に感謝の気持
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■ニンニク皮むきに挑戦ニンニク皮むきに挑戦

街の１０代女子に ニンニク１片の皮をむいてもらったところ…
１片むくのにかかった平均タイムは２分３秒だった！ 

そこでゴリさん、たいちゃん、るーみんに

それぞれ別の方法で、早むきに挑戦してもらった！ 

結果は以下の通り！ 

１位　るーみん１位　るーみん

作戦　ゴム手袋を使ってむく

この方法だと、手が臭くなることも防げる！

２位　ゴリさん２位　ゴリさん

作戦　とにかくパワーで！

３位　たいちゃん３位　たいちゃん

作戦　２つのボウルに一片一片バラバラにしたニンニクを入れて、振る

さらに、レミさんのオススメの早むきの方法も教えてもらった

ポイントは、ニンニクのヘタを切るニンニクのヘタを切ること！ 

そして、ボウルなどで軽く叩くボウルなどで軽く叩くと

あっという間にキレイにむけるんだそう！

■食べたあとのニオイ対策食べたあとのニオイ対策

１０代女子１８５人に「ニンニクを食べたあとのお悩み」を聞いてみると、

「食べたあとのニオイが気になる」「食べたあとのニオイが気になる」との声が多数！ 

そこで、番組ホームページでニオイ対策を募集したところ３５種類の対策が寄せられた！

その中で効果的なのがどれか徹底調査！

調べたのはR’s蓮、あおと、ルカの３人！ 

３人にはまず、ニンニクがたーっぷり入った特製ギョウザを食べてもらう。

そのあと、様々なニオイ対策を試し、ニンニクのニオイが消えたかどうか４人の判定員に直接口臭を嗅い

でもらい、判定してもらう！
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でもらい、判定してもらう！

判定員はR’sのいしがみ、ふるちゃんと歯科医の天野聖志さん、
そして通称“ニオイ刑事”こと臭気判定士の松林宏治さん！ 

実験１実験１

まず蓮は「氷を食べる」「氷を食べる」に挑戦！

氷を食べたあとの、口臭を直接嗅いで判定してもらう！

結果はこちら！

同様に以下の実験を行った！ 

実験２実験２

あおと「レモンを食べる」「レモンを食べる」に挑戦！ 
＜判定＞

いしがみ ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

◯ × × ×

実験３実験３

ルカ「大根おろしを食べる」「大根おろしを食べる」  
＜判定＞

いしがみ ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

× × × ×

実験４実験４

あおと「水を飲む」「水を飲む」  

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151228.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151217.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151216.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151215.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151214.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151210.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151209.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151208.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151207.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151203.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151202.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151201.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151130.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151123.html
http://www.nhk.or.jp/rhousoku/koremade/151119.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


＜判定＞

いしがみ ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

× ◯ × ×

実験５実験５

ルカ「走る」「走る」
ルカが走った距離はおよそ３０００m！ たくさん汗をかいた結果は？ 
＜判定＞

いしがみ ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

◯ ◯ × ◯

歯科医・天野さんによると

ニンニク臭が血中に吸収されて、汗で出るので、

だいぶ緩和したのではないか、

とのこと！ でもあと一歩及ばず！ 

実験６実験６

蓮「牛乳を飲む」「牛乳を飲む」
＜判定＞

いしがみ ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

× × ◯ ×

歯科医・天野さんによると

蓮はニンニクを食べたあとに牛乳を飲んだが、 実は牛乳を先に飲む牛乳を先に飲むほうが、効果があ

るそう！

また、普通の牛乳よりも低脂肪牛乳低脂肪牛乳のほうが、消臭効果のあるタンパク質が多く含まれているので、口

臭予防に効果的なんだとか！ 

そこで、まだニンニクを食べていない いしがみに先に牛乳を飲んで実験してもらったところ… 

＜判定＞

蓮 ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

◯ ◯ × ◯

◯が３つに増えた！

牛乳を先に飲むことで、牛乳のタンパク質がニオイ成分を包み込んでくれるのだそう！ 

実験７実験７

ルカ「リンゴを食べる」「リンゴを食べる」
ルカが渡されたのは丸ごと１つのリンゴ！丸ごと１つのリンゴ！

ルカ、皮ごと丸かじり！

＜判定＞

いしがみ ふるちゃん ニオイ刑事 天野さん

◯ ◯ ◯ ◯

歯科医・天野さんによると

リンゴの皮と一緒に食べたことが良かったとのこと！

リンゴの皮にはポリフェノールという成分が特に多く含まれていて、ニンニクのニオイを抑え

てくれるそう！

■歯科医・天野さんオススメのニオイ対策歯科医・天野さんオススメのニオイ対策
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■歯科医・天野さんオススメのニオイ対策歯科医・天野さんオススメのニオイ対策

天野さんオススメのニオイ対策３つをスタジオで実験したところ、全てに効果がみられた！ 

オススメ対策１「パイナップルを食べる」オススメ対策１「パイナップルを食べる」

パイナップルの“パパイン”という酵素がニンニクのニオイの元を消してくれるのだそう 

オススメ対策２「お酢を飲む」オススメ対策２「お酢を飲む」

お酢にはニオイを発生させる力を弱める効果があるそう

ストレートで飲みにくかったら、ジュースで割って飲んでもOK！ 

オススメ対策３「ガムを舌の上でコロコロ転がす」オススメ対策３「ガムを舌の上でコロコロ転がす」

かんで味のなくなったガムを舌の上でコロコロ転がすという方法。目安はおよそ５分間。

そうすることによって、だ液が出て口の中のニオイ成分を洗い流してくれるんだとか。

だ液には殺菌効果があるので、ニオイ消しに効果的！

■ニオイオフの調理法ニオイオフの調理法

歯科医・天野さんと臭気判定士・松林さんにニオイを和らげる調理法を聞いてみると…？ 

天野「実験でも言いましたが、牛乳はニンニク料理と一緒に食べるのが効果的。またパ

セリにもニンニクを抑える成分、アルファーピレンが入っているので、ニンニク料理

に入れるのはオススメ」

松林「ニンニクは刻んだりせずに丸ごと食べたほうがニオイは少ないと言われている」

ということで、平野レミさんに、ニオイ対策をした料理

「丸ごとニンニク牛乳がゆ」「丸ごとニンニク牛乳がゆ」を作ってもらった！ 

＜材料＞＜材料＞

□洗った米　…１カップ
□豚肉　　　…２００g
□だしパック…１個
□塩　　　　…適量
□しょうゆ　…適量
□ニンニク…２株
□水　　　…１０カップ
□牛乳　　…１カップ
□パセリ　…適量
□ラー油　…適量 

＜作り方＞＜作り方＞

１１  米・ニンニク・豚肉・水・だしパックを鍋に入れる

２２  １時間煮こむ

３３  牛乳１カップと塩適量を入れ、もうひと煮立ちさせる

４４  器に盛り、パセリ・しょうゆ・ラー油をたらせば完成☆

みんなもニンニク料理お試しあれ！

■アレンジ料理アレンジ料理

視聴者から寄せられたニンニクのアレンジレシピを紹介！

スタミナ卵ごはん

＜作り方＞＜作り方＞

１１  ごはんにチューブニンニクと粉チーズをのせる

２２  その上に、卵の黄身をのせる

３３  しょうゆをかけて、混ぜれば完成☆
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魔法のニンニクソース

＜作り方＞＜作り方＞

１１  ヨーグルトを電子レンジに１分かける

２２  ざるとキッチンペーパーでヨーグルトの水分をとる
こうすることで、ヨーグルトの酸っぱさが減りニンニクとの相性がアップする！

３３  塩とチューブニンニクを加えて混ぜる
魔法のニンニクソースの完成☆

このニンニクソース、 フライドポテトとも相性良し、 ステーキにかけてもおいしい！ 

そして…

バニラアイスにかけてもおいしいんだとか！

スタジオで実食したところ… 平野レミさんも絶賛！ 

みんなも試してみてね！
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