
VPcamp ご協力の手引き（簡易版） 

 

VPcamp に実習プログラムをご提供頂く手順は、以下の通りとなっています。 

初めてご参加頂く場合、また詳細については「VPcamp 手引き」（全 43P）のご確認をお願

い致します。 

 

       ■資料のダウンロード 

       http://www.vetintern.jp/institution/download-office/ 

 

※（ ）は目安時期です。開催開始は夏季の場合 7 月、春季は 2 月として記載します。 

 

1. 実習プログラムのご提供（開催開始 3 ヵ月～2 ヵ月前） 

 VPcamp 事務局から、参加のご意向を伺うとともに、資料とすべての様式を一括送付致し

ます。ご参加頂ける場合は、この期間中に「プログラム様式」と「覚書」等、指定の様式を

お送りください。 

 ◎ご提供いただくもの：実習プログラム様式、覚書様式（指定がある場合）---参考 1-2 

 

2. ウェブページのご確認（開催開始 2 ヵ月前） 

 お送り頂いたプログラムを元に、学生募集のウェブページを作成します。公開時にご連絡

致しますので、確認をお願い致します。 

 

3. 募集開始～合格者リストの受け取り（開催開始 2 ヵ月～1 ヵ月前） 

 VPcamp が設定した募集期間で、参加学生を募ります。募集は 3 回に分けて、約 1 ヵ月

半実施します。募集期間ごとに応募者を選考し、合格者（受入をお願いする学生）の共有を

行いますので、ご確認ください。この時点では仮の共有となります。 

 

4. 消耗品支給申請（開催開始 3 ヵ月～1 ヶ月前） 

 消耗品の支給を希望される機関様は、1 で送付する「消耗品様式」をお送りください。 

 手配に時間を要する場合がありますので、ご注意ください。 

 ◎ご提供いただくもの：消耗品申請様式 

 

5. 参加者リストの受け取りと学生への案内開始（開催開始 1 ヵ月前） 

 各募集期間の合格者をまとめ、正式に受入をお願いする学生の「参加者リスト」を共有し

ます。参加者リストの送付をもって、正式な依頼となります。参加者リスト受取りをもって、

学生への連絡、案内を開始してください。（合格者の共有の時点では、保険加入等が未確認

のため、正式な参加者とは認めておりません） 



 

6. 覚書の締結（開催開始 1 ヵ月前～） 

 覚書の締結が必要な場合は、参加学生確定後に手配します。〈VPcamp で下書きの作成→

pdf にて確認依頼→2 部郵送→ご署名、ご捺印の上、1 部返送〉の手順で締結します。 

様式は極力、VPcamp 作成のものでご容赦ください。その他の様式で作成の必要がある場合

は、1 の期間に共有をお願い致します。 

 ◎ご提供いただくもの：ご署名、ご捺印頂いた覚書 1 部の返送 

 

7. 学生への最終案内（実習開始 1 週間前） 

 各実習開始の 1 週間前を目処に、学生に最終案内（メール）をお送りください。 

 

8. VPcamp 開催（当日） 

 実習プログラムの実施をお願いします。 

 VPcamp では所定の日誌の作成を学生に課しています。提出先は、受入機関様としており

ますので、毎日または実習期間終了時に、学生から回収をお願いします。 

 

9. 学生の評価（～実習開催後 2 週間） 

 実習期間中の様子と回収して頂いた日誌、個別に課したレポートなどを元に、学生の個別

評価の実施をお願いします。「個別評価書 様式」を用意しております。こちらに沿ってご入

力頂いた上、ご提供をお願いします。 

 ◎ご提供いただくもの（必須）：日誌、評価書---電子データで可 

 ◎ご提供いただくもの（任意）：レポート課題、記録写真---電子データで可 

 

10. 事後アンケートへのご回答 

 受入機関様向け、実習後アンケートがございます。任意でご回答をお願い致します。 

 

■アンケート 

http://www.vetintern.jp/institution/questionnaire-office/surveyinstitution/ 

 

 

VPcamp では、学生が将来を検討する機会に加え、学生の時期にしか見聞できない、獣医師

の職務の多様性に触れる教育機会として、実習を提供、ご協力頂いています。また、より実

践的かつ双方向性の担保された実習は「アドバンスト実習」と位置づけ、開発を進めていま

す。詳細は、同時にお送りする資料のほか、手引きをご参照下さい。 

 

以上 



実習プログラム様式 記入方法 

※記入内容を元に、ウェブサイトに参加募集ページを開設します。 

掲載例は、過去の実習アーカイブ https://www.vetintern.jp/applicant/archive/ をご参照下さい。 

項目 ご担当者の記入欄 

実習機関・自治体名称 機関名・県名・都市名をご記入ください（必須） 

獣医学生へのメッセージ 

自由記述でご記入ください（必須） 

 

職務の魅力をはじめ、実習地や職員の魅力、意気込

みなども自由お書きください。 

実習機関・自治体や、実習施設のホームページの URL 

実習を PRするムービーやその他紹介可能なコンテンツ 

あり  ・  なし （必須 選択してください） 

ありの場合 URL等 ご記入ください 

実習のキャッチフレーズ 実習タイトルにもなりますご記入ください（必須） 

対象学年 1年生から院生までで設定してください（必須） 

実習期間／日数 3～10日間まででご記入ください（必須） 

受入人数 
日程に選択肢がある場合は、各日程○人計○人 

と明記ください（必須） 

受入条件・資格（英語能力、免許など）   ご記入ください 

履修済みである必要のある科目   公衆衛生学、家畜衛生学など、ご記入ください 

実施場所①名称 ご記入ください（必須） 

        住所     ※施設ごとに住所までご記入ください  

実施場所②名称 ご記入ください 

               住所       

実施場所③名称と所在地 ご記入ください 

        住所       

実施場所④名称と所在地 ご記入ください 

        住所       

実施場所⑤名称と所在地 ご記入ください 

        住所       

実習開始日の集合時間・場所 ご記入ください（必須） 

集合場所までのアクセス方法 ご記入ください（必須） 

宿泊施設の案内 

ご記入ください 

記入の無い場合は、「各自で手配してください」と掲載

します。どの地域（駅など）で確保するのがよいかのア

ドバイスの記入はぜひお願いします。 
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服装 ご記入ください（必須） 

持ち物 ご記入ください（必須） 

実習先・実習に関する資料（ウェブページ、PDF等） 
あり  ・  なし （必須 選択してください） 

ありの場合 URL等 ご記入ください 

実習生が提出する必要のある書類（誓約書など） 

※参加者決定後、受入機関様と学生間で直接取り交わ

して頂いております 

ご記入ください 

誓約書、履歴書、依頼状などが考えられます。 

実習後 課題・レポート提出の有無（ある場合は内容も） 

ご記入ください 

「有」かつテーマ・提出形式（字数等）が決まっている

場合は、それもご記入ください。 

実習生があらかじめ加入すべき傷害保険の種類（学生

がケガをした場合の保障） 

ご記入ください（必須） 

例：「学生教育研究災害傷害保険」（JEES)もしくは「学

生総合共済（生命共済）」（大学生協）もしくはこれらと

同等のもの 

など 

実習生があらかじめ加入すべき賠償責任保険の種類

（学生が実習機関のものを壊したり、損害を加えた場合

の保証） 

ご記入ください（必須） 

例：「学研災付帯賠償責任保険」（JEES）もしくは「学生

賠償責任保険」(大学生協）もしくはこれらと同等のも

の 

など 

実習プログラム詳細 

概要説明   
プログラムの概略をご記入ください（必須） 

文章で記載をお願いします 

１～5日目 

場

所 

ご記入ください（必須） 

午前、午後で異なる場合は、列記してください。 

例：県庁／食肉衛生検査所 

午

前 

ご記入ください（必須） 

箇条書きで、可能な限り詳細に記入をお願します。 

午

後 
ご記入ください（必須） 

６日目以降 

（ある場合） 

場

所 
ご記入ください 



午

前 
ご記入ください 

午

後 
ご記入ください 

実習生が視聴しておくべき事前講義プログラムの番号

とタイトルをご記入ください 

※講義のラインナップは最新の手引きをご参照ください

（毎年更新） 

平均 5講義程度（それ以上でも以下でも構いません） 

ご記入ください（必須） 

本手引きの事前講義プログラム（26-27ページ）から

選択し、講義番号、タイトルまですべてを記入してくだ

さい。 

注意事項 ご記入ください 

問合せ先 

※参加決定前は、原則として VPcamp事務局が問合せ

先となります。参加条件が細かい、検討段階の学生と直

接話したい、という場合のみご記入下さい。 

ご記入ください 

参加者決定前の問合せ先は、原則 VPcamp事務局と

なり、仲介致します。直接学生とやり取りを希望される

場合のみ、ご記入ください。 

事務局と実習機関で必要な締結書類 

※参加学生決定後、VPcamp事務局の所定の様式にて

ご準備致します。別途指定様式のある場合は、お知ら

せ下さい。 

※大学や指導教員との直接締結はお控え下さい。 

依頼状  ・  協定書  ・  覚書 

    （必須 選択してください） 

ウェブページには掲載されません 

VPcamp指定様式で  可   ・   不可 

（必須 選択してください） 

※様式の指定がある場合は、様式を必ず同送してくだ

さい 

覚書や協定書の締結者（原則として実習機関の長）の

ご所属とお名前 

※実習施設ごとに締結が必要な場合は、適宜枠を増や

してご記入ください 

住所：締結が必要な場合は必須 

ご所属（肩書）：締結が必要な場合は必須 

氏名：締結が必要な場合は必須 

実習窓口の方のお名前① 
お名前 ： ご記入ください（必須） 

以下の項目はウェブページには掲載されません 

担当課① ご所属 ： ご記入ください（必須） 

電話① 電話番号 ： ご記入ください（必須） 

メールアドレス① メールアドレス ： ご記入ください（必須） 

事務局から実習機関へ供給を希望する消耗品（試薬、

被服など）の有無 

※申請様式は別途添付致します。 

あり  ・  なし （必須 選択してください） 

 

 



覚書 ※3枚つづり 

 

●●機関名●●における実習・インターンシップ プログラムに関する覚書 

 
文部科学省獣医学アドバンスト教育プログラム構築推進事業を受託する東京大学及び●●機関名

●●とは、別記名簿に記載されている学生（以下「学生」という）が、●●機関名●●において実習・
インターンシップ プログラム（以下「実習」という）を行うことについて、下記のとおり覚書を締結
する。 

 

記 

 
第１ 実習実施に係る基本的役割等 

 ●●機関名●●は、別記のとおり学生を就業体験実習生として受け入れ、学生に対し必要な指
導・助言を行う。東京大学における、文部科学省獣医学アドバンスト教育プログラム構築推進委
託事業チーフコーディネータ（以下「チーフコーディネータ」は学生に対し、本覚書に定める事
項を周知するとともに、円滑な実習を進めるため必要な指導及び監督を行う。 

 
第２  実習時間、手当等の支給及び事故への対応等 
(１)  実習時間は、午前 9時 00分から午後 5時まで（以下「定時」という）とする。このうち午後

0時から午後 1時までを休憩時間とする。なお、定時以外にも若干の実習を行うことがある。 
(２)  ●●機関名●●は、実習中、学生に対し、通勤費（自宅及び滞在先より）、手当（日当）、食費

及び旅費（滞在先までの往復旅費）を支給しない。 
(３)  チーフコーディネータは、学生に傷害保険及び賠償責任保険に加入させ、学生が実習中におい

て関係他者（●●機関名●●、人物、財物等）に損害、損傷を与えた場合は、当該保険により
補償する。 

 
第３  実習中における遵守事項等 
(１) 学生は、実習に関して指導員の指示に従い、実習期間中は実習に専念し、公務の信用を傷つけ、

又は公務員全体の不名誉となるような行為を行ってはならない。 
(２) 実習の欠務は、正当な事由による場合以外は認めない。やむを得ず欠務する場合は、事前に指導

員に申し出て、その指示に従うこととする。正当な事由による場合であっても２日以上欠務し
た場合、●●機関名●●は、実習を打ち切ることができることとする。 

(３) 学生は、●●機関名●●における実習活動中に知り得た情報（公開されているものを除く。）の
開示については、指導員の指示に従わなければならない。実習終了後においても、同様とす
る。 

(４) 学生は、実習の成果を論文等により外部へ発表する場合には、事前に●●機関名●●●知事名等
●の承認を受けなければならない。 

(５)  ●●機関名●●は、学生がこの覚書に従わない場合、その他実習を継続しがたい事由が生じた
場合は実習を打ち切ることができる。●●機関名●●は、実習を打ち切った場合は、速やかに
チーフコーディネータにその旨を通知する。 

 
第４  誓約書の提出 

学生は、実習に先立ち、●●機関名●●に対して誓約書を提出する。 
 
第５  協議 

本覚書に定めがない事項又は本覚書に疑義が生じた事項については、双方協議の上決定するも
のとする。 

 
 
 本覚書の締結を証するため、本書２通を作成し、双方捺印の上それぞれ１通を保管する 
ものとする。 
 
 
令和元年  月  日 

 

                  

参考 2 



                  東京都文京区本郷七丁目３番１号 

 国立大学法人東京大学 

総長 五神 真 

                   代理人 

 東京都文京区弥生一丁目１番１号 

 国立大学法人東京大学 

農学系事務部長 吉田 雅彦 

 

                  ●●住所●● 

●●機関名●● 
●知事等●  ●●お名前●●     ㊞ 

 

 

  



（別記名簿） 

 

文部科学省「獣医学アドバンスト教育プログラム構築推進委託事業」実習生 

所属（学年） 住所 氏名 

   

   

   

   

   

 

 

 


