
サッカー 力強いシュートに重点を置いた授業実践 

～地を這
は

うシュートをゴールに突き刺す～ 

 

１ ねらい 

  インステップキックの技能を段階的に習得して、力強くシュートすることができる。 

 

２ 対象学年・領域 

  ２学年男子・球技（ゴール型：サッカー） 

 

３ テーマ設定の理由 

  サッカーの授業で、一部の経験者だけが活躍をしている場面が見られることがある。  

 サッカーは足でボールを操作する特性があるため、技能の獲得により多くの時間を要す 

 る。経験の少ない生徒が十数時間の授業でサッカーの技能を総じて獲得することは、極 

 めて困難である。 

  そこで、体育という限られた時間では、一つの技能に焦点を当てて指導したほうが、 

 生徒はより上達を実感することができるのではないかと考えた。サッカーの最大の楽し 

 さは、「ゴールを奪うこと」である。そのため、シュートに必要な技能を身に付けることで、 

 誰もがゴールするという楽しさを味わうことができると考えた。 

 

４ 授業実践 

  授業前半は、「インステップキック段階指導法」に従ってシュート練習に重点を置い 

 た。始めは、一斉指導でデモンストレーションを行い、併せて注意するポイントを示し 

 た。技能や内容の理解度には個人差があるので、巡回し個別指導を心掛けた。技能の高 

 い生徒は補助者としてアドバイスするようにさせた。結果、多くの生徒が互いに教え合 

 いをする場面が見られた。 

  授業後半は、ゲームを中心に行った。ここでは、前半に取り組んだシュート（インス 

 テップキック）場面が多く出るようにゲームの内容を工夫した。 

 

（１）技能指導計画 ２学年男子 

時
間
数 

授業内容 
指導のポイント 

前半（インステップキック練習） 後半（ゲーム） 

１ 

○オリエンテーション 

（単元の内容、流れ、種目特性、 

 事前アンケート、ルールの説明） 

ＳＴＥＰ１ 

・リフティング 

（インステップキック） 

 バウンドしてもＯＫ   

○試しのゲーム（11vs11） 

 コート：縦 100ｍ×横 64ｍ 

 オフサイドなし 

 審判なしのセルフジャッジ 

 

 

・サッカーの特性に触れながら、単 

 元目標を確認する。 

技…ボールを足の甲に当て真上に 

  上げることを意識させる。 

ゲ…簡易ルール・セルフジャッジ 

  で試しのゲームを行う。 



２ 

ＳＴＥＰ１ 

リフティング バウンド OK 

ＳＴＥＰ２ 

浮き球のキック＆キャッチ 

○ミニゲーム（4vs4 GKなし） 

 コート：縦 35ｍ×横 30ｍ 

 ミニゴール使用 

 

技…浮いているボールを足の甲で 

捉える感覚をつかませる。 

ゲ…ゴールが空いていたら、積極的 

  にシュートを狙わせる。 

３ 

ＳＴＥＰ１ 

リフティング バウンドＯＫ 

ＳＴＥＰ２ 

浮き球のキック＆キャッチ 

ＳＴＥＰ３ 

アプローチシュート 

○シュートゲーム 

 （４vs４＋ＧＫあり） 

 コート：縦 40ｍ×横 40ｍ 

 正規ゴール使用 

 オフサイドなし 

 

技…地面を転がってくるボールを  

捉える感覚をつかませ、足の  

甲に当てることを意識させる。 

ゲ…フリーであれば、積極的にシュ 

  ートするようにする。ボールが 

  浮かないように注意させる。 

３ 

ＳＴＥＰ２ 

浮き球のキック＆キャッチ 

ショートバウンド 

ＳＴＥＰ３ 

アプローチシュート 

ＳＴＥＰ４ 

ポストシュート 

○ルール説明（オフサイド） 

○ハーフコートゲーム 

（６vs６＋ＧＫあり） 

 コート：縦 60ｍ×横 50ｍ 

 オフサイドあり 

 

 

技…ボールに向かって走り込み、勢 

  いよくシュートさせる。軸足の

位置を考えさせる。 

・オフサイドについて理解させる。 

ゲ…ボールを大きく蹴ることを意  

識させる。どこでボールを受け 

  るとシュートしやすいか考え

させる。 

３ 

ＳＴＥＰ４ 

ポストシュート 

ＳＴＥＰ５ 

コントロールシュート 

 

 

○ゲーム（11vs11）リーグ戦 

 コート：縦 100ｍ×横 64ｍ 

 オフサイドあり 

○まとめ 

（授業後アンケート・自己評価） 

 

技…ボールをコントロールしなが  

ら自分の間合いやタイミング  

で、強いシュートをする。 

ゲ…習得した技能を発揮し、ゲーム 

  をさせる。 

・単元目標に係る自己評価を行う｡ 

 

（２）インステップキックの段階指導法 

 指導ポイント 

   ①足首を底屈する。 

   ②足首を固定する。 

   ③ボールを足の甲で捉える。          ボールの動き 

   ④振り子の意識(付け根から膝、膝から足首)   人の動き 

   ⑤最後の一歩は大きく踏み込む。        コントロール  

   ⑥上半身の使い方  

 



 

 ＳＴＥＰ１  「足の甲でリフティング」  ・・・①②③(6 段階の指導ポイント)  

○方法       ※通常のリフティングとは異なる 

 １人１個のボールを持ち、足の甲でボールを真上に蹴り上げる。 

  易･･･バウンドをさせ、ボールが上がったところを蹴る。 

  難･･･ノーバウンドで連続して蹴り上げる。（両足交互） 

 膝を高く上げ足首を伸ばし、ボールの中心を捉えて上に上げる。 

 

○指導ポイント 

 ①･･･足首を底屈（足の裏側に足首を曲げる動作）する。 

   ・足の指から膝までがまっすぐ伸びた状態 

 

 

 

 

 

 

  

②･･･底屈したまま足首を固定する。 

   ・ボールが当たってもグラグラしない状態 

   ・ボールが当たる瞬間に足を固める。 

 

 ③･･･ボールを足の甲で捉える。 

   ・足の甲を地面と平行にして、ボールの中心を甲で捉える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＳＴＥＰ２  「浮き球キック＆キャッチ」  ・・・①②③④ 

○方法 

 ２人１組でボールを１つ準備する。 

 ペアで向かい合い、キックする生徒はボールを浮かせインステップキックで相手の胸を 

 狙って蹴る。一方は両手でキャッチする。（交互に繰り返す） 



  易･･･手から落としたボールをノーバウンドで蹴る。 

  難･･･手から落としたボールをショートバウンドで蹴る。 

 ２人の距離を長くするほど、難易度が上がる。 

   

 

 

 

 

 

               

 

○指導ポイント 

 ①②③･･･足首を固定した状態で、浮いたボールを甲で捉える感覚をつかむ。 

     ・ボールが捉えられている目安として、蹴ったボールの回転を見る。 

(順回転又は無回転)                (逆回転)  

 

   

 

 

 ④･･･膝から下をコンパクトに真っ直ぐに振って、ボールを甲に正確に当てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＳＴＥＰ３  「アプローチシュート」  ・・・①②③④⑤ 

○方法  

 グループに分かれて行う。 

 ゴールポスト横からボールを転がしてもらい、ボールにアプローチしてシュートする。 

 シュートをした人は、ボールを拾ってボール出しに回る。 

 ※転がってくるボールは、甲でしっかり捉えれば、勢いのあるキックができる。 

 

股関節の動きに連動して膝を支

点に、「振り子」のように振って

ボールを捉える。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指導ポイント 

①②③･･･足首を底屈した状態で、足の甲の部分でボールの中心を捉える。 

    ・ボールに対してまっすぐに入るよりも、斜め４５°くらいから助走した方が 

     底屈した足の甲にボールが当てやすくなる。 

     （後方から）        （横から） 

 

 

 

 

 

 

 

 ④･･･足の付け根から膝までの「振り子」と膝から足首までの「振り子」を意識する。 

 

⑤･･･ボールにアプローチするときの助走は、最初は細かいステップでタイミングを 

計り、最後の一歩は大きくボールの横に踏み込む。 

 

 ＳＴＥＰ４  「ポストシュート」 ・・・①②③④⑤⑥  

○方法                    ※指導のポイントは STEP3 と STEP5 にあり 

 グループに分かれて行う。 

 ポスト役の生徒にパスをして、横に出されたボールをシュートする。 

 シュートした生徒がポストを行い、ポストをした生徒は、シュート側に回る。 

 

 

 

 

 

 

ゴ
ー
ル 

ゴロパス 

インステップキック 

アプローチ 

助走 

ゴ
ー
ル 

 

15ｍ 

15ｍ 5ｍ 

ポスト 

5ｍ 



 ＳＴＥＰ５  「コントロールシュート」  ・・・①②③④⑤⑥ 

○方法 

 グループに分かれて行う。 

 ポスト役の生徒にパスをした後、まっすぐリターンされたボールに寄って、コントロール 

 してからシュートする。（どちらの方向にコントロールしてもよい。） 

シュートした生徒がポストを行い、ポストをした生徒は、シュート側に回る。 

難･･･ポスト役の生徒が、リターンした後に守備を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

○指導ポイント 

⑥･･･上半身の使い方（キックまでの準備動作） 

  ・両手を大きく開く。このとき両腕が一直線になるとよい。 

  ・胸を張り「へそ」を前方へ突き出すイメージ（横からはアーチのような反り） 

  ・上体を反ったときの反動を利用して、足を振りボールを甲で捉える。 

 

 （前方から） （横から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴ
ー
ル 

 

 

20ｍ 10ｍ 

ポスト 



５ まとめ 

（１）生徒の声 （授業後アンケートから） 

  ・シュートが決められてよかった。 

  ・1点だけどゴールできて嬉しかった。 

  ・サッカーは苦手だったし、強く蹴れなかったけど、授業を通して強く蹴るコツが理解 

   でき、少しできるようになったのでサッカーが楽しくなってよかった。 

  ・技術が向上した実感があり、とても充実した授業だった。 

  ・みんなで協力して、どんどん向上していくので楽しかった。 

  ・サッカー部相手でも攻めていこうとする気持ちが出て取り組めたのでよかった。 

  ・チーム内での掛け声がゲーム中にたくさんあったので雰囲気よくできた。 

  ・ゲームがたくさんできたので、チーム内の連携がよくなったと思う。 

  ・最初は遠慮して余りプレーできなかったが、毎回やるにつれ、少しずつ積極的になる 

   ことができ、1回だけどゴールできてよかった。 

  ・もっとたくさんサッカーをやりたかった。 

  ・サッカーは守りの当たりが強くてびっくりした。 

  ・楽しかったけど、ミスも多かったからもっとうまくなりたい。 

・もっと積極的に攻めていきたいし、シュートをしたかった。 

・楽しかったが、1点取りたかった。 

  ・靴ひものところにうまくボールを当てられず、強いシュートが打てなかった。 

  ・雤天が多く、グラウンドでやる機会が少なくて残念だった。 

  ・インステップキックは、しっかりミートしないと足が痛い。 

  ・ボールを手で扱うバスケットとは違って、自分の思うようにならないことが多く、難 

   しかった。 

 

（２）研究の成果と課題 

  ①フォーカスコーチング（課題に焦点を当てた指導） 

    数あるサッカーの技能の中から「強いシュートをするためのインステップキック」 

   に焦点を当てて指導を実践した。成果としては、毎時間の指導内容が明確で生徒に伝 

   わりやすかった。また、単元を通して一つの技能を集中的に指導するため、十数時間 

   でも上達を実感できる生徒が多かった。課題としては、インステップキック以外の技 

   能も指導する必要があったこと。プレッシャーのない練習時にできたキックも、試合 

   になると守備者の当たりもあって、格段に難しくなること。シュートする前に必要な 

   ボールコントロールやパス、ボールの受け方といった技能もシュートと関連付けて指 

   導できると、一層シュートの質が向上することなどが分かった。 

    よりサッカーを楽しむためには、単元を通したフォーカスコーチングに加えて、ゲ 

   ームの場面を意識しながら、キックにフォーカスしながらも、それに関連する技能が 

   習得できるような指導が必要であると感じた。 

   



  ②段階的な技能練習とゲーム 

    「ゲームはトレーニングの教師である」（デッドマール・クラマー）の言葉にあるよ 

   うに、ゲームから何を練習（トレーニング）すればよいかを学び取り、ゲームからサ 

   ッカーの楽しさを感じ取る。今回の研究では、インステップキックの段階練習を中心 

   に実践したが、授業後半はいろいろな形式でゲームを行った。生徒は、ゲームを通し 

   てシュートを決める楽しさや、インステップキックの必要性を感じ取っていった。 

    毎時間、練習とゲームを関連付けることで、生徒の意欲向上につながったことは成 

   果であった。一方、個に応じた指導ができなかったことが課題である。段階的な技能 

   練習は主に一斉指導で行い、毎時間、全員が同じテーマと内容で実践した。教え合う 

   という点に関してはよかったが、できる生徒には退屈な場面もあった。生徒の能力に 

   応じた課題を与える場面を設定することも一つの方法だと思われる。 

 

  ③雤天時の授業 

    今回の研究において、雤天によりグラウンドで授業ができないことが全 12 時間の   

うち３時間もあった。しかしながら、このような事態はグラウンド種目であれば想

定できることではある。そこで、課題として挙げられることが、雤天時の授業改善

である。本校では、雤天時は室内でミニゲーム（５vs５）を実施している。場所と

用具を考えると、現在はミニゲームが最善である。しかし、今後は、サッカーをよ

り学ぶという観点から、ルール講習会やミニゲームの他にも練習を計画し、一層の

内容の深化を図る必要があると思われた。単元計画作成の際に、雤天時２～３時間

分の授業計画を単元目標に合った形で組み込んでいかなければならない。 


