クリストファー・マクドナルド
Christopher McDonald
クリス・マクドナルド

Chris McDonald

生年月日 1955/02/15
出身地

アメリカ／ニューヨーク州ニューヨーク

【フィルモグラフィ】
バックトレース (2018)

出演

バッド・ウェイヴ (2017)

出演 :Ｍｒ．カーター

グッド・ワイフ

ゲスト出演 :ドン・シャコウスキー

（シーズン７） (2015～2016)

ZIPPER／ジッパー
エクスポーズ

エリートが堕ちた罠 (2015)

出演

暗闇の迷宮 (2015)

出演

きのうの夜は… (2014)
ボディ・オブ・プルーフ３

出演
死体の証言 (2013)

ゲスト出演

パーフェクト・トラップ (2012)
ボードウォーク・エンパイア３
続ハリーズ・ロー

出演
欲望の街 (2012)

ゲスト出演 :ハリー・ドーアティ
出演 :トーマス・“トミー”・ジェファー
ソン

裏通り法律事務所 (2011～2012)

レモネード・マウス (2011)

出演

レッド・バレッツ (2011)

出演

ハリーズ・ロー

ゲスト出演 :トーマス・“トミー”・ジェ
ファーソン

裏通り法律事務所 (2011)

ボードウォーク・エンパイア２
LAW & ORDER

欲望の街 (2011)

クリミナル・インテント

ボードウォーク・エンパイア

欲望の街 (2010)

ＮＵＭＢ３ＲＳ
(2009～2010)

～天才数学者の事件ファイル

LAW & ORDER

ナンバーズ

ロー＆オーダー

ゲスト出演 :ハリー・ドーアティ

（シーズン１０） (2011)

ゲスト出演
ゲスト出演 :ハリー・ドーアティ

（シーズン６）

ゲスト出演

（シーズン１９） (2008～2009)

ゲスト出演

（シーズン３） (2008～2009)

ゲスト出演

サイク／名探偵はサイキック？
ファンボーイズ (2008)

出演

デンジャラスな妻たち (2008)

出演

キューティ・バニー (2008)

出演

スーパーヒーロー ムービー!!

－最'笑'超人列伝－ (2008)

出演

アウェイク (2007)

出演

デュークス・オブ・ハザード：ザ・ビギニング (2007)

出演

アメリカン・パイ in ハレンチ課外授業 (2007)

出演

ミディアム３

ゲスト出演

霊能者アリソン・デュボア (2006～2007)

ザ・ソプラノズ／哀愁のマフィア
ラスベガス

（第６シーズン） (2006～2007)

（シーズン４） (2006～2007)

アメリカン・パイ in ハレンチ・マラソン大会 (2006)
LAW & ORDER

クリミナル・インテント

（シーズン５） (2005～2006)

ゲスト出演
ゲスト出演
出演
ゲスト出演

ザ・Ｌ.Ａ.ライオット・ショー (2005)

出演 :クーン巡査

迷い婚

出演

－すべての迷える女性たちへ－ (2005)

Fat Actress

ファット・アクトレス (2005)

ゲスト出演

NORTH SHORE

ノース・ショア (2004～2005)

ゲスト出演
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（シーズン２） (2003～2004)

ゲスト出演

クール・ボーダーズ (2003)

出演

ファットマン (2001)

出演

レクイエム・フォー・ドリーム (2000)

出演 :タピー

ザ・スカルズ／髑髏（ドクロ）の誓い (2000)

出演 :マーティン・ロンバード

イズント・シー・グレート (2000)

出演

ＳＬＣ（ソルト・レイク・シティ）

ＰＵＮＫ!!! (1999)

出演

アイアン・ジャイアント (1999)

声の出演 :ケント・マンズリー

ファイブ・エイセス (1999)

出演

ザ・ハッカー (1999)

出演

ヴェロニカ’ｓ

クローゼット

（第２シーズン） (1998～1999)

パラサイト (1998)

出演 :フランク・コナー

ダーティ・ワーク (1998)
ヴェロニカ’ｓ

ゲスト出演
出演

クローゼット

（第１シーズン） (1997～1998)

ゲスト出演

キャメロット・ガーデンの少女 (1997)

出演 :モートン（デヴォンの父）

フラバー (1997)

出演

オーメン１８（エイティーン）エンジェル (1997)

出演

エベレスト死の彷徨 (1997)

出演

アンフォゲタブル (1996)

出演 :グレイッグ

俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル (1996)

出演

潜在殺意 (1996)

出演

パーフェクト・ファミリー (1996)

出演

がんばれ！ビーバー (1996)

出演

スマイル・ライク・ユアーズ／緊急！子づくり宣言 (1996)

出演

フェア・ゲーム (1995)

出演

ブラインド・ヒル (1995)

出演

蘇える狼 (1995)

出演

クイズ・ショウ (1994)

出演

ターミナル・ベロシティ (1994)

出演

ミッドナイト・ラン １

にくめない詐欺師 (1994)

出演

ミッドナイト・ラン ２

好かれる逃亡者 (1994)

出演

ミッドナイト・ラン ３

やけっぱちの美女 (1994)

出演

ゆかいな天使（ペット）／トラブるモンキー (1993)

出演

危険な微笑／氷の情事がこわれるとき？ (1993)

出演

デッド・ライン／完全犯罪 (1993)

出演

ロードランナー (1993)

出演 :グレン

新・蘭の女／ブルームービー・ブルー (1992)

出演

あぶない週末 (1991)

出演

テルマ＆ルイーズ (1991)

出演

スキャンダル・ショット！ (1991)

出演

敵対者たち (1991)

出演

レッド・ウィンズ (1991)

出演

ワン・モア・タイム (1989)

出演

恋人たちのキャンパス (1988)

出演

突撃救助隊マイク＆ファーリー (1988)

出演

リトル・ガール・ロスト／娘よ (1988)

出演

ブロークン・ジェネレーション (1985)

出演

ブレイクダンス (1984)

出演

お色気ＳＬ大暴走！アメリカ横断ウルトラハイホー (1984)

出演

ザ・ハース／生贄の町 (1980)

出演
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