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Galaxy A22とは
Galaxy A22（以降A22）は、サムスン電子製のスマートフォンです。
小型軽量ながら防水防塵で、4,000mAhのバッテリー容量を備えて
います。日常使いに最適の入門機です。

各部名称を覚える

❶ 送話口／マイク（上部）

❷ ヘッドホン接続端子

❸ 受話口

❹ 近接センサー

❺ フロントカメラ

❻ nanoUIM ／
microSDカードトレイ

❼ ディスプレイ（タッチスクリーン）

❽ 音量UP ／音量DOWNキー

❾ サイドキー

10 送話口／マイク（下部）

11 USB Type-C接続端子

12 スピーカー

13 リアカメラ

14 フラッシュ／ライト

15 マーク
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A22の特徴

●多機能カメラ（Sec.43～ 44参照）

●エッジパネル（Sec.49参照） ●セキュリティフォルダ（Sec.52参照）

リアカメラは約1,300万画素で、静止画・
動画ともに最大10倍のデジタルズームが
可能です。静止画では、カメラが自動的
に撮影対象を検出し、写真の色設定を自
動的に調整して最適な写真を撮影するイ
ンテリジェント機能を利用できます。

ロックをかけて、ほかの人に使われ
たくないアプリやファイルを保存で
きるフォルダです。保存したファイ
ルやアプリは独立して動作するの
で、スマホ内のもう1台のスマホの
ように使うこともできます。

画面の右端をスワイプすると表示さ
れる、Galaxyオリジナルのラン
チャーです。アプリ、連絡先、ブッ
クマークのなどパネルが用意されて
いるほか、ウィジェットのように使
えるパネルもあります。
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02 
電源のオン／オフと
ロックの解除
電源の状態にはオン、オフ、スリープモードの3種類があります。3
つのモードはすべてサイドキーで切り替えが可能です。一定の時間
操作をしないと、自動でスリープモードに移行します。

スリープモードは画面の表示が
消えている状態です。バッテリー
の消費をある程度抑えることは
できますが、通信などは行って
おり、スリープモードを解除する
と、すぐに操作を再開することが
できます。また、一定の時間操
作をしないと、自動的にスリー
プモードに移行します。

スリープモードとはMEMO

3 ロックが解除され、ホーム画面が
表示されます。再度サイドキーを
押すとスリープモードになります。

2 ロック画面が表示されるので、PIN
（Sec.50参照）などを設定してい
ない場合は、画面をスワイプします。

1 スリープモード時にサイドキーを押
します。

押す

1 画面が表示されている状態で、
サイドキーを長押しします。 3 次の画面で＜電源OFF＞をタッ

プすると、電源がオフになります。
電源をオンにするには、サイドキー
を一定時間長押しします。

2 メニューが表示されるので、＜電
源OFF＞をタップします。

タップする

タップする

ロック画面に表示されているボタ
ンを画面中央にドラッグすること
で、ロック画面から直接カメラや
電話を起動できます。

ロック画面からの
アプリの起動MEMO

長押しする

ロックを解除する

電源を切る

スワイプする

ドラッグする
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03 ホーム画面の見かた

ボタンの操作

基本操作を覚える
A22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
方向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。2番目以降のホーム画面を表示している場
合は、1番目（左端）のホーム画面に戻ります。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
A22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、すべてのホーム
画面に表示されます。

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、A22にイン
ストールされているすべて
のアプリのアイコンが並ぶ
「アプリ一覧画面」が表示さ
れます。

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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04 通知パネルを利用する

通知パネルの見かた

ステータスバーの見かた

情報を確認する
画面上部に表示されるステータスバーには、さまざまな情報がアイ
コンとして表示されます。ここでは、表示されるアイコンや通知の
確認方法、通知の削除方法を紹介します。

不在着信や新着メール、
実行中の作業などを通知
するアイコンです。

電波状況やバッテリー残量、現
在の時刻など、主にA22の状態
を表すアイコンです。

通知アイコン ステータスアイコン

1 通知を確認したいときは、ステー
タスバーを下方向にスライドしま
す。

❶
❷

❸

❺❹

スライドする

タップする

❶ タップすると、設定メニューが表示
されます。

❷

クイック設定ボタン。タップして各
機能のオン／オフを切り替えます。
下方向にスライドすると、すべて
のクイック設定が表示されます
（Sec.56参照）。

❸

通知や本体の状態が表示されま
す。左右にスワイプすると、通知
を消去できます（消去できない通
知もあります）。

❹ タップすると、通知をブロックする
アプリを選択することができます。

❺
通知を消去します。通知の種類に
よっては、消去できない場合もあ
ります。

2 通知パネルに通知が表示されま
す。なお、通知はロック画面から
も確認できます。通知をタップす
ると、対応アプリが起動します。
通知パネルを閉じるときは、 を
タップします。

通知アイコン ステータスアイコン

新着+メッセージ／
新着SMSあり マナーモード（バイブ）設定中

不在着信あり マナーモード（サイレント）設定
中

画面のキャプチャ（スクリーン
ショット）完了 無線LAN（Wi-Fi）使用可能

データのダウンロード中 4G（LTE）データ使用可能

留守番電話サービスの伝言
メッセージあり 5Gデータ使用可能

アラーム通知あり 充電中

新着Gmailあり 機内モード設定中
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アプリを切り替えたい場合は、
手順 2 の画面で、切り替えたい
アプリをタップします。

アプリの切り替えMEMO

アプリを終了する

アプリを起動する

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
（アプリアイコン）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
A22にインストールされている
アプリは、アプリ一覧画面に表
示されます。アプリ一覧画面の
アイコンをタップして、アプリを
起動することもできます。

アプリの起動方法MEMO

2 アプリ一覧画面が開いたら、画
面を上下にフリックし、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 設定メニューが起動します。アプ
リの起動中に をタップすると、
1つ前の画面（ここではアプリ一
覧画面）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

3 フリックしたアプリが終了します。
なお、すべてのアプリを終了した
い場合は、＜全て閉じる＞をタッ
プします。

2 最近使用したアプリ（履歴）が
一覧表示されるので、左右にフ
リックして切り替えます。終了した
いアプリを上方向にフリックしま
す。

タップする

1 アプリの起動中やホーム画面で
をタップします。

フリックする

タップする

タップする
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キーボードの種類

文字を入力する
A22では、ソフトウェアキーボードで文字を入力します。「テンキー」
（一般的な携帯電話の入力方法）と「QWERTYキーボード」を
切り替えて使用できます。

A22のソフトウェアキーボードは、標準の「テンキー」とローマ字入力の
「QWERTYキーボード」から選択することができます。なお「テンキー」は、
初期状態のトグル入力ができる「テンキーフリックなしキーボード」、トグル入力
に加えてフリック入力ができる「テンキーフリックキーボード」、フリック入力の
候補表示が上下左右に加えて斜めも表示される「テンキー8フリックキーボード」
から選択することができます。

2種類のキーボードMEMO

テンキー QWERTYキーボード

かな入力 ローマ字入力

キーボードの種類を切り替える

1 文字入力が可能な場面になると、
キーボード（画面は「テンキーフリッ
クキーボード」）が表示されます。

をタップします。

4 利用できるキーボードが表示され
ます。ここでは＜QWERTY＞を
タップします。

6 日 本 語 の 入 力 時 にQWERTY
キーボードが表示されます。手順

3 で＜English＞をタップすると、
英 数 字 の 入 力 時 にQWERTY
キーボードを表示するよう設定でき
ます。 をタップすると、キーボー
ドが消えます。

タップする

タップする

タップする

2 ［Galaxyキーボード］画面が表示
されるので、＜言語とタイプ＞を
タップします。

タップする

5 ［言語とタイプ］画面の［日本語］
欄が［QWERTY］に変わりまし
た。 を2回タップします。

2回タップする

3 ［言語とタイプ］画面が表示され
ます。ここでは、日本語入力時
のキーボードを選択します。＜日
本語＞をタップします。

タップする
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片手入力しやすいように設定する文字種を切り替える

4 手順 1 または手順 2 の画面で、
をタップすると、画面のような

数字入力になります。文字入力
に戻す場合は、 または
をタップします。

3 小文字を入力できるようになりま
す。 をタップすると、大文字
に戻ります。

2 半角英数字の英語入力になりま
す。キーボードは、P.19で設定
したキーボードが表示されます（標
準では「テンキーフリックキーボー
ド」）。 をタップします。

1 現在はテンキーの日本語入力に
なっています。文字種を切り替え
るときは、 をタップします。

タップする

タップする

タップする

タップする

4 キーボードが右寄りになりました。
をタップすると、左寄りになりま

す。 をタップすると、手順 1 の
状態に戻ります。

3 ＜片手キーボード＞をタップしま
す。

2 ＜モード＞をタップします。

1 キーボード上部にアイコンが表示
された状態で、 をタップします。

タップする

タップする

タップする

タップして切り替え

タップするともとに戻る
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