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が校務でネットワークを利用する場所

■システム概要

P o E ス イ ッ チ「SWX2310P-10G」8 台、
「SWX2200-8PoE」10 台、無 線 LAN ア ク
セ ス ポ イ ン ト「 WLX402」29 台、
「 WLX
202」32 台、ルーター／レイヤー3スイッチ内
蔵ネットワーク管理ソフトウェア
「LANマップ」

ネットワーク刷新で VLAN 構築
“遅れた学校”が IT先進校に変貌

年 12月の第 1 期工事では、全教職員
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学校法人鹿島学園 鹿島学園高等学校
（全日制）

とに決めた。
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ネットワークの刷新と校務システム
や電子黒板などの導入によって教職
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