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1．緒言  

 一般にサッカーで適用される技術のうち、インサ

イドキックはゲーム中最も多く適用される技術で

あり、足でパス交換することが多いサッカーにおい

ては、習得すべき最も重要な技術の 1つであると考

えられる。 

 サッカーの実技指導書をみると、インサイドキッ

クとは、足の内側の広い面で蹴り足をまっすぐ押し

出すように蹴る動作のこととある（堀池、2011）。

その習得上の技術ポイントは①軸足の位置と向き、

蹴り足における②股関節の開き、③スイングの幅と

方向、④足首の固定、⑤インパクト部位といった観

点から説明される（堀池、2011、島田、2008、上野

山、2012）。 

 しかしながら、競技経験の無い初心者にこの技術

を指導すると、思ったようにボールを蹴れない者が

見受けられる。 

 そこで本研究では、サッカーの競技経験の無い女

子学生を対象に、彼女らのインサイドキック習得上

のつまずきについて明らかにすることを研究の目

的とした。特に、インタビューを通して得られる対

象者らの技術習得上の意識を分析し、そのつまずき

を捉えることにした。 
 

2．研究方法 

2-1 対象 

授業以外でサッカーの競技経験の無い女子学生

11名を研究の対象とした。 

2-2 実践の概要 

 本研究は実践を 3つの段階に分けて実施した（予

備実践、本実践Ⅰ、Ⅱ）。 

予備実践では、対象学生のうち 4 名に対し、軸

足(位置と方向)と蹴り足(股関節の開き、スイング

の幅と方向、足首の固定、インパクト部位)の動か

し方について説明し、素振りや 2 人 1 組での対面

パス（距離 10mで途中横 1m幅に設置されたカラー

コーンの間を通す）を 1人 1回から 5回(1回 10分

間程度、試技 15 本)行わせた。各々の実践を行っ

た後に、対象者には「難しかった点」と「比較的

容易に習得できた点」についてインタビューを行

った。 

本実践Ⅰでは、予備実践で明らかになった技術

習得上難しい点(股関節の開き、足首の固定、イン

パクト部位)と比較的容易に習得できる点(軸足の

位置、蹴り足のスイング幅)を踏まえ、これら 3点

については、より具体的に指導することにした(①

股関節は軸足と蹴り足を 90度に開く、②足首の固

定は蹴り足のつま先を上げながら拇指球に力を入

れる、③シューズのメーカーマークを使用しイン

パクトするポイントを示す)。 

これらの内容を予備実践以外の 6名に教示し、2

人 1組による対面パス(1回 5分間程度、試技 15本)

を 1人 3回から 6回行わせた。 

各々の実践を行った後に、実践中に「意識して

いた点」「難しかった点」「できた時とできなかっ

た時の違い」についてインタビューを行った。 

本実践Ⅱでは、本実践Ⅰでインサイドキックを

習得できていないと判定された学生 2 名に、新た

に学生 1 名を加えた 3 名を対象に、これまでと同

様の対面パスを行わせた。実践Ⅱの対象者につい

ても「練習前後で違った点」についてインタビュ

ーを行った。 

2-3 データ収集 

 データ源は対象者らの活動の様子をビデオカメ

ラで収録した映像、活動中に筆者が作成したフィ

ールドノーツ、活動中あるいは活動後に対象者ら

に行ったインタビューである。活動後のインタビ

ューは半構造化面接法を採用し、①難しかった点、

②意識しながら蹴っていた点を聞き、うまく蹴る

ことができた場合は、③できた時とできなかった

時の違いについて質問した。 

 面接は 1 人あたり 1 回から 6 回行い、それぞれ

30 分程度実施した。インタビューを行う際には、

活動中の様子を映像で再生し、視聴させながら発

言を求めた。 

 インタビューの内容は、対象者らの了解を得て

ビデオカメラで発話内容を録音した。録音したデ

ータは後に発話内容をテクストデータに書き起こ

した。 

2-4 データ分析 

 得られたデータは SCAT法（大谷,2007）により

分析した。具体的には映像、フィールドノーツ、

テクストデータそれぞれ意味のある内容毎の切片

化を行いながら、注目すべきシーンや語句にコー

ディングを行い、それらを基にカテゴリー化なら

びにストーリーラインの形成を行った。 
 

3．結果と考察 

 以下結果を示す際は、＜＞はコーディングを示

し、インタビュアー(I)及び対象者(T)らの発言は

斜体で示すことにする。 

3-1 できる時とできない時の意識の違い 

本実践Ⅰに参加した対象者 6 名は、与えられた

課題に対し、まっすぐに飛ばすことを意識しなが

ら蹴るポイントを各々に探していた。全ての対象

者らが意識しながら蹴っていた技術ポイントは＜

股関節の開き＞である。その他＜インパクト部位

＞＜足首の固定＞＜スイングの幅や方向＞＜軸足

の位置＞について各々がそれぞれの課題を選択的

に意識しながらボールを蹴っていた。 

特に難しかった点について尋ねたところ、大部

分の対象者らがあげたのは＜股関節の開き＞であ

る。以下は対象者らとのインタビューのやりとり

である。 

I：何が難しかった？ 
T1：蹴りたい方向が前なのに、蹴り足は外に向け



なきゃいけないので、その体勢をつくるのが難
しかったです。(保健体育選修 4年生) 

I：直角に開くのは難しくなかった？ 
T2：難しかったです。直角にするのって、本当に

開くのかなって思ったし、結構普段使わない筋
肉と言うか…。(養護教諭養成課程 2年生) 

 特に股関節を開いてボールを蹴る難しさを発言

しなかった学生らも開けていないこと自体を自覚

していなかった。 

 また、＜股関節の開き＞ほどではなかったが、

同様に対象者らが難しさを感じていた点は＜イン

パクト部位＞で、安定してくるぶしの下あたりで

ボールを蹴れないと感じとる対象者らが大半であ

った。ただし、＜インパクト部位＞については、

そんなに難しいとは思っていない対象者もいた。 

本実践Ⅰでは対象者 6名のうち 4名は 3回から 6

回の実践を積み重ねるうちにインサイドキックで

パスを通せるようになった。そこで、彼女らにで

きた時とできなかった時の違いについて聞いたと

ころ、次のような発言で共通していた。 

T3：最後の日の最後に 1 本ヒットして、その時に
90 度になって(開けて)いなかったから当たら
なかったんだと気付きました。 

I：90度に開くポイントって何？ 
T3：足首の前の方に力を入れて、足首だけじゃな

くて膝から下の脚全体を外側に向けないと開
かない。(数学選修 4年生) 

I：開くポイントは？ 
T4:体全部向けちゃうと軸足も内側に向いちゃう

から上体はそのままにしなきゃいけないと思
ったんで、膝から下だけを開くようにしました。 

I：膝から下を開くってどういうこと？ 
T4：足首から脛にかけて、(下腿前面をさすりなが

ら)この辺に力を入れるようにしました。(保健
体育選修 4年生) 

 これらの発言から初心者がインサイドキックで

蹴るための技術ポイントを＜蹴り足の膝下の捻り

＞と捉えた。 

3-2 蹴り足の膝下の捻りによるインサイドキッ

クの改善 

 本実践Ⅰにおいて 6 回にわたる実践でも技術改

善がみられなかった 2 名と新たにインサイドキッ

クができない 1 名を加えた 3 名に対し、＜蹴り足

の膝下の捻り＞を指導した。指導した内容は①蹴

り足のつま先を少し上げつつ膝下のみを 10度ほど

外側に開く、②そのまま股関節を開き、蹴り足を

90 度に近づける、③その状態で蹴り足をまっすぐ

に押し出すの 3点（素振り）である。 

 素振り指導を行った後に静止したボールを蹴ら

せ、実践Ⅰと同様の対面パスを行わせた。以下は

実践Ⅱの対象者らに行ったインタビューの内容で

ある。 

I：指導されたことを教えてください。 
T5：足を捻って、股関節を開くと指導されました。 
I：足ってどこ？ 
T5：膝とかまっすぐのまま、右足の力を入れてっ

て言われた場所に力を入れました。 
I：その他に力が入っているところはありますか？ 
T5:足の外側、なんとなく脛に力が入っている感じ

がします。左足には多大なる力が入っています。 
I：やってみた率直な印象は？ 
T5：まっすぐ飛んだら楽しいです。 
I：いつもよりはまっすぐに飛んだってこと？ 
T5：はい。 
I：どれぐらい？ 
T5：8割はまっすぐ飛びました。(数学選修 4年生) 
 また以下は T5 の実践を観察した男子学生(サッ

カー部 4年生)の印象である。 

I：T5さんの実践をみてきたと思うんだけど、今回
は何が違った？ 

観察者：ボールの回転が縦回転になって、まっす
ぐに転がるようになったし、ブレなくなったと
思います。前よりも足が開いていて、蹴った時
の足首がしっかり固定されていると思います。 

 以上のように、本実践Ⅰの時にインサイドキッ

クでうまくボールを蹴ることができなかった対象

者らも、＜蹴り足の膝下の捻り＞を習得すること

で明らかに改善される傾向にあった。つまり、イ

ンサイドキックでボールを蹴る際に蹴り足の膝下

を捻れないことが股関節を適度に開けなかったり、

その結果うまくインパクトできなかったりするこ

とに繋がっていたと考えられる。 

 

4．摘要 

 本研究の目的はサッカーの競技経験の無い女子

学生を対象に、インサイドキック習得上のつまず

きについて明らかにすることであった。 

 ①股関節の開き(90度に開く)、②足首の固定(拇

指球に力を入れる)、③インパクト部位(シューズ

マークに当てる)の 3点を指導したところ、実践Ⅰ

の対象者 6 名のうち 2 名は 6 回の実践を通しても

インサイドキックでボールを蹴ることができなか

った。 

 実践Ⅰで蹴れるようになった対象者らにできた

時とできなかった時の違いについてインタビュー

したところ、共通して蹴り足の膝下を捻っている

ことが明らかになった。そこで、実践Ⅰでできな

かった 2 名と新たにインサイドキックでボールを

上手く蹴ることができない 1 名を加えた 3 名に蹴

り足の膝下の捻りを指導したところ、大きく技術

が改善される傾向にあった。つまり、初心者(競技

経験の無い女子学生)がインサイドキック習得上

つまずく点は蹴り足における膝下の捻りにあると

捉えられる。 
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