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Tedako Child Development Center  

 

Media Release Agreement 

 

Child`s Name:______________________ 

 
At OIST, photographs of children at Tedako will be used for the university’s publicity 

purposes.  This can include a photo of children appearing on an OIST Web article 

reporting about a Tedako event, OIST’s Facebook page, Tedako brochures, and other 

kinds of media.  Sometimes, journalists who are interested in OIST’s effort to provide 

a child development center like Tedako for OIST parents may take pictures of the 

facility and the kids for their own reporting purposes.  Additionally, the CDC takes 

pictures of the children through the day to share with parents, and for a special events, 

activities or lessons. These pictures may include nudity for children at Tedako 

Preschool.  In order to avoid the time consuming process of getting in touch with each 

parent to sign a release form every time such needs happen, OIST’s Tedako asks 

parents if they can sign the media release form in advance. 

 

For OIST/CDC media communications and distributions (TIDA, websites, blogs, 

magazines, newspapers, etc)  I (do/ do not) grant OIST the right to use and publish 

my child`s first name, likeness, portrait, recorded voice, general background and 

written or narrative material for educational purposes, and media communications. 

Name, assessments and test scores will not identify the student in any way. 

Comments: ___________________________________________________________ 

Signature:  _______________________________  Date:  ______________________ 

 

 

At Public Events, I understand that if my child participates, his or her portrait 
may be taken for media communication purposes and social networking 
purposes without permission.  This includes off campus events (field trips) and 
on campus events  (Sports Day, Art Exhbition, and Concerts) at OIST. 
Comments: ___________________________________________________________ 

Signature:  _______________________________  Date:  ______________________ 
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てだこ チャイルド・デベロップメント・センター  

メディアリリース 
 

OISTでは、広報の目的のために、てだこ CDCに在籍する園児の写真が使用されます。これ

は、OIST Webサイトでのてだこのイベントに関する報道、OISTのフェイスブック、てだこ

CDCのパンフレット、そしてその他のメディアにおいて園児の写真が使用されることがあり

ます。OIST職員のための事業所内保育施設である、てだこ CDCを提供した OISTの取り組

みについてしばしば報道されることもあり、園児の写真や施設の写真が報道目的のために使

用されることもあります。CDC では、保護者へ共有するための写真、特別なイベント、アク

ティビティー、そして学習の様子を撮影するため、一日を通して園児の写真を撮ります。て

だこ園で撮影された園児の写真には裸の写真が含まれることもあります。保護者からの撮影

許可をその都度いただく時間と手間をを省くため、事前にメディアリリースにサインをして

いただきますよう、OISTてだこ CDCから保護者の皆様へお願い申し上げます。 

 

 

園児/児童氏名______________________ 
 

OIST/CDC のコミュニケーション及び配布物（TIDA、ウェブサイト、ブログ、雑誌、新聞、

その他）について私の子供の名前（ファーストネーム）、画像、写真、音声、経歴、書面/口

頭による資料を、OISTが教育及びメディアコミュニケーションを目的として使用及び公表す

る権利を（付与します/付与しません）いずれにおいても名前、評価、テストの点数によって

子供個人を識別することはありません。 

コメント：__________________________________________________________ 

署名：_________________________________日付________________________ 

 

 
 

公開イベントに参加することにおいて、私の子供の写真がメディアコミュニケーション、ソ

ーシャルネットワーキングの目的で無許可で撮影されることを承認します。これはキャンパ

ス外でのイベント（園足）、キャンパス内でのイベント（運動会、アート展覧会、コンサー

ト）などが含まれます。 

コメント：__________________________________________________________ 

署名：_________________________________日付________________________ 

 

 
 


