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OS・Hardware
ホーム画面の見かた

ボタンの操作
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基本操作を覚える
A21の操作は、タッチスクリーンと本体下部のボタンを、指でタッ
チやスワイプ、またはタップすることで行います。ここでは、ボタン
の役割、ホーム画面の操作を紹介します。

戻るボタン

ホームボタン

履歴ボタン

ナビゲーションバーは、履歴ボ
タンと戻るボタンの位置を逆にし
たり、ボタンを非表示にして画
面を広く使えるようにすることも
できます（Sec.57参照）。ボタ
ンを非表示にした場合は、画面
の最下部に表示されたバーを上
にスワイプして操作します。

ナビゲーションバーを
カスタマイズするMEMO

履歴ボタン 最近操作したアプリが表示されます（P.17参照）。

ホームボタン
ホーム画面が表示されます。一番左のホーム画面以外を表示している
場合は、一番左の画面に戻ります。ロングタッチでGoogleアシスタント
（Sec.33参照）が起動します。

戻るボタン 1つ前の画面に戻ります。

ステータスバー
状態を表示するステータスアイコンや、
通知アイコンが表示されます（P.14参照）。

ナビゲーションバー
A21を操作するボタンです（P.12参照）。

ドック
タップすると、アプ
リが起動します。な
お、この場所に表示
されているアイコン
は、どのホーム画面
にも表示されます。

エッジパネルハンドル
画面の中央に向かって
スワイプすると、エッ
ジパネルが表示されま
す（Sec.49参照）。アプリアイコンと

フォルダ
タップするとアプリ
が起動したり、フォ
ルダの内容が表示さ
れます。

ウィジェット
アプリが取得した情報の表示や、設
定の切り替えができます。タップす
るとアプリが起動します（Sec.54
参照）。

アプリ一覧ボタン
タップすると、A21にイン
ストールしている、すべて
のアプリのアイコンが表示
されます（P.16参照）。

クイック検索ボックス
タップすると、検索画面や
トピックが表示されます。
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Googleアカウントを設定する
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Googleアカウントを 
設定する
Googleアカウントを登録すると、Googleが提供するサービスが利
用できます。なお、初期設定で登録済みの場合は、必要ありませ
ん。取得済みのGoogleアカウントを利用することもできます。

タップする

タップする

1 通知パネルを表示して（P.15参
照）、 をタップします。 4 ＜アカウント追加＞をタップしま

す。ここに「Google」が表示さ
れていれば、既にGoogleアカウ
ントを設定済みです（P.25手順
7 参照）。

Googleアカウントを取得する
と、Playストアからのアプリのイ
ンストールやGoogleが提供する
各種サービスを利用することが
できます。アカウントは、メール
アドレスとパスワードを登録する
だけで作成できます。A21に
Googleアカウントを設定する
と、Gmailなどのサービスが利
用できます。

Googleアカウント
とはMEMO

2 設定一覧画面が表示されるので、
＜アカウントとバックアップ＞をタッ
プします。

3 ＜アカウント＞をタップします。

タップする

タップする

5 ＜Google＞をタップします。

6 新規にアカウントを取得する場合
は、＜アカウントを作成＞→＜自
分用＞をタップして、画面の指示
に従って進めます。

7 アカウントの登録が終了すると、
P.24手順 4 の画面に戻ります。
追加された＜Google＞をタップ
し、次の画面で＜アカウントを同
期＞をタップします。

8 同期するサービス一覧が表示され
ます。タップすると、同期のオン
／オフを切り替えることができま
す。

タップする

タップする

取得済みのGoogleアカウントが
ある場合は、手順 6 の画面で
メールアドレスを入力して、＜次
へ＞をタップします。次の画面で
パスワードを入力して操作を進
めると、手順 7 の画面が表示さ
れます。

既存のアカウントを
利用するMEMO

タップする
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メール作成画面で＜添付＞を
タップすると、ファイルやその場
で撮影した写真や動画を添付す
ることができます。

写真やファイルを
添付するMEMO

手順 3 の画面で をタップする
と、電話帳に登録した連絡先の
アドレスが名前順に表示される
ので、送信したい宛先をタップ
すると、メールアドレスを入力
することができます。送受信の
履歴から宛先を選ぶこともでき
ます。

アドレス帳を利用するMEMO

ドコモメールを新規作成する

19

1 ホーム画面で をタップします。

2 画面左下の＜新規＞をタップしま
す。＜新規＞が表示されないとき
は、 を何度かタップします。

3 新規メールの［作成］画面が表
示されるので、［To］欄にメール
アドレスを入力します。

Sec.18で変更したメールアドレスで、ドコモメールを使ってみましょ
う。ほかの携帯電話とほとんど同じ感覚で、メールの閲覧や返信、
新規作成が行えます。

ドコモメールを利用する

タップする

入力する

4 ［件名］欄をタップして、タイトル
を入力し、［本文］欄をタップしま
す。

5 メールの本文を入力します。

6 ＜送信＞をタップすると、メールを
送信できます。

タップする

入力する

1 入力する

2 タップする

タップする

Application

タップする
タップする
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エッジパネルを利用する
エッジパネルは、どんな画面からもすぐに目的の操作を行うための
ランチャーです。よく使うアプリを表示したり、ほかの機能のエッジ
パネルを追加したりすることもできます。

スワイプする

タップする

そのほかのエッジパネル49

エッジパネルを操作する

標準ではエッジパネルハンドルは、画面の右側面上部あたりに表示されていま
すが、ロングタッチしてドラッグすることで、上下や左側面に移動することがで
きます。また、P.139手順 2 の画面で、 →＜ハンドル設定＞をタップすると、
色の変更などもできます。

エッジパネルハンドル
の場所を移動するMEMO

エッジパネルハンドルを画面の中
央に向かってスワイプします。1 ［アプリ］パネルが表示されます。

複数のエッジパネルを使用してい
る場合は、画面を左右にスワイプ
すると、パネルが切り替わります。
パネル以外の部分をタップしま
す。パネルの表示が消えて、元
の画面に戻ります。

2

エッジパネルは、エッジパネルハンドルが表示されている画面では、いつでも利用するこ
とができます。標準では［アプリ］パネルしか表示されませんが、ほかにもすぐに利用で
きるパネルがあります。また、Galaxy Storeでは、無料、有料のパネルが多数提供され
ており、追加することができます（P.139参照）。あらかじめ用意されているものの中から
いくつかお勧めを紹介します。

●ツール●アプリ ●スマート選択

アプリのアイコ
ンをタップする
ことで、起動す
ることができま
す。フォルダや
分割表示するア
プリセットを登
録することもで
きます。

画面の領域を選択
し、画像として切
り取ったり、動画
であればGIFアニ
メーションを作成
することができま
す。

各種ツールを利用することができま
す。初期状態では「カウンター」が
選択されていますが、画面の左の
ツール名をタップすることで、表示
するツールを切り替えることができ
ます。

Application
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Application
上下に選択したアプリが表示され
ます。各表示範囲をタップすると、
そのアプリを操作できます。境界
線をドラッグします。

5 下部のアプリが終了します。 を
タップすると、分割画面が終了し
ます。なお、手順 6で上部のア
プリを選択すると、上部のアプリ
終了後、下部のアプリが全画面
表示になります。

7

表示範囲が変わりました。下部
のアプリをタップして、 を何度か
タップします。

6

55

アプリを分割表示する
A21では、1画面に2つのアプリを分割表示したり、アプリ上に他
のアプリをポップアップ表示したりすることができます。なお、一部
のアプリはこの機能に対応していません。

分割画面を表示する

いずれかの画面で、履歴ボタンを
タップします。1 ＜分割画面表示で起動＞をタップ

します。3

分割画面の下部に表示したいア
プリを、履歴一覧から選択してタッ
プします。

4履歴一覧が表示されるので、分
割画面の上部に表示したいアプ
リのアイコン部分をタップします。

2

タップする

タップする

タップする

タップする

P.158手順 3 の画面で、＜ポッ
プアップ表示で起動＞をタップす
ると、そのアプリがポップアップ
で表示されます。ドラッグして場
所を移動したり、上部のアイコ
ンをタップして、全画面、縮小
表示などができます。

アプリをポップアップ
表示するMEMO

ドラッグする

2 タップする1 タップする

タップする
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