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アプリを起動する

06

アプリを利用する
アプリを起動するには、ホーム画面やアプリフォルダ内のアイコン
をタップします。ここでは、アプリの終了方法や切り替えかたもあ
わせて覚えましょう。

タップする
A51にインストールされている
アプリは、ホーム画面や［すべ
てのアプリ］画面に表示されま
す。アプリを起動するときは、
ホーム画面や［すべてのアプリ］
画面のアイコンをタップします。

アプリの起動方法MEMO

2 ［すべてのアプリ］画面が開いた
ら、画面を左右にフリックし、任
意のアプリを探してタップします。
ここでは、＜設定＞をタップします。

3 ［設定］アプリが起動します。ア
プリの起動中に をタップすると、
1つ前の画面（ここでは［すべて
のアプリ］）に戻ります。

1 ホーム画面の をタップします。

タップする

タップする
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ドコモ電話帳を利用する
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電話番号やメールアドレスなどの連絡先は、［ドコモ電話帳］で管
理することができます。クラウド機能を有効にすることで、電話帳
データが専用のサーバーに自動で保存されるようになります。

Application

1 ホーム画面で をタップします。

2
［すべてのアプリ］画面で、＜ド
コモ電話帳＞をタップします。

3 初回起動時は［クラウド機能の
利用について］画面が表示され
ます。

＜注意事項＞をタップして内容を
確認し、 をタップして戻ります。

タップする
タップする

クラウド機能を有効にする
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タップする
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タップする

［ドコモメール］アプリをアップデートする

ホーム画面で をタップします。1 アップデートが完了したら、＜アプ
リ起動＞をタップします。3

許可についての説明が表示された
ら＜次へ＞をタップし、それぞれの
画面で＜許可＞をタップします。

4ドコモメールのアプリ情報が表示
されるので、＜アップデート＞をタッ
プします。

2

18

A51では、「ドコモメール」を利用できます。ここでは、ドコモメール
の初期設定方法を解説します。なお、ドコモショップなどで、すで
に設定を行っている場合は、この操作は必要ありません。

ドコモメールを
設定する

タップする

タップする

タップする

Application
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ブラウザを起動する

Application

A51にはインターネットの閲覧アプリとして［ブラウザ］と［Chrome］
が標準搭載されており、パソコンなどと同様にWebページを表示で
きます。ここでは、［ブラウザ］の使い方を紹介します。

Webページを見る

26

フリックする

タップする

4 指定したURLのWebページが表
示されます。

3 ［アドレスバー］をタップし、URL
を入力して、＜移動＞をタップしま
す。

2 ［ブラウザ］が起動して、標準で
はドコモのWebページが表示され
ます。画面上部には［アドレス
バー］が配置されています。［ア
ドレスバー］が見えないときは、
画面を下方向にフリックすると表
示されます。

1 ホーム画面で をタップします。
ガイドが表示されたら、＜スキッ
プ＞をタップします。

1 入力する

2 タップする
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マップを利用する準備を行う

［マップ］アプリを利用すれば、現在地や行きたい場所までの道順
を地図上に表示できます。なお、［マップ］アプリは頻繁に更新が
行われるため、本書と表示内容が異なる場合があります。

Googleマップを
使いこなす

1 ［すべてのアプリ］画面を開いて、
＜設定＞をタップします。

2 ＜位置情報＞をタップします。

3 ＜OFF＞になっている場合は、
タップして＜ON＞にします。

4 ＜同意する＞をタップすると、位
置情報がONになります。

タップする

タップする

タップする

タップする

Application
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スケジュールで
予定を管理する
A51には2種類のスケジュールアプリが用意されています。このうち、
ドコモが提供する［スケジュール］アプリを利用すると、ドコモの
各種サービスと連携できます。

スケジュールを表示する

1 ［すべてのアプリ］画面を開いて、
＜スケジュール＞をタップします。

2 初回は「機能利用の許可」の
説明が表示されます。＜OK＞を
タップします。

3 許可や許諾を求める画面がいく
つか表示されるので、＜許可＞
＜同意する＞などをタップして進み
ます。クラウドサービスについて
の説明では、＜後で設定する＞
をタップします。

4 ［確認］画面が表示されたら、
＜OK＞をタップすると、「スケ
ジュール」の画面が表示されま
す。左右にスクロールすると、前
月や翌月のカレンダーに切り替わ
ります。

スクロールして切り替える

タップする

タップする

タップする

Application
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A51では、自動的に
被写体を判別して最
適な色設定にしてくれ
る、「シーン別に最適
化」機能が標準で
有効になっています。

1

ただし、勝手に色味
が調整されるので、
そのまま撮影したい場
合は、「シーン別に
最適化」機能をオフ
にしましょう。アイコン
をタップします。

2

アイコンが変わり、
「シーン別に最適化」
機能がオフになりまし
た。再度有効にする
には、またアイコンを
タップします。

3

被写体の自動判別をオフにする

A51では、さまざまな撮影機能を利用することができます。上手に
写真を撮るための機能や、変わった写真を撮る機能があるので、
いろいろ試してみましょう。

さまざまな機能を使って
撮影する

タップする

タップする

Application
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［ギャラリー］アプリでは、撮影した写真や動画を編集できます。
写真のトリミングやフィルター、動画のトリミングや編集、動画から
の写真の作成ができます。

写真や動画を編集する

［ギャラリー］アプリで編集したい
写真を表示し、 をタップします。1 をタップします。3

フィルターを適用することができま
す。下部のほかのアイコンをタッ
プすると、スタンプや文字などを
入れることもできます。

4

最初はトリミングの画面が表示さ
れます。写真の四隅のハンドルを
ドラッグしてトリミングしたり、下部
のアイコンをタップして回転や反
転ができます。

2

タップする

タップする

Application

ドラッグする

写真を編集する
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画面録画を利用する

A51には、画面を録画する機能があります。人に操作を教えたり、
ゲームのプレイ動画を友達に見せたいときなどに利用することがで
きます。

画面を録画する

カウントダウン後、右上にメニュー
が表示され、画面録画が開始さ
れます。

3

メニューの各アイコンの役割は以
下のようになっています。4

初回は許可画面が、表示されま
す。サウンド設定をタップして選ん
で、＜録画を開始＞をタップしま
す。

2

P.153手順 3 の画面で、左方向
に1回フリックし、＜画面録画＞
をタップします。

1

タップする

時間と撮影終了ボタン表示

撮影終了

画面に描き込み

2 タップする

1 タップする
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58

アプリを分割表示する
A51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
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