キャシー・ベイツ
Kathy Bates

生年月日 1948/06/28
出身地

アメリカ／テネシー州メンフィス

【バイオグラフィ】
■ダラスの南メソジアス大学卒業後ワシントンなどで舞台に出演。７１年、「パパ／ずれてるゥ！」の
端役で映画デビュー（この作品では挿入歌“馬にさえも翼があった”の作曲も担当）。しかしその後舞
台を活動の場としてオフ・ブロードウェイで活躍。後に映画化された「恋のためらい／フランキーとジョ
ニー」の舞台ではヒロインを演じてオビー賞を受賞した。８０年にはブロードウェイにも進出、８３年
にはトニー賞に選ばれたりもした。以降は映画界に戻って主に脇役として活躍後の９０年。「ミザリー」
の熱演でアカデミーとゴールデングローブ賞の主演賞を受賞。翌年には名優ジェシカ・タンディと「フ
ライド・グリーン・トマト」で共演し、性格俳優としての地位を確立させた。離婚歴１回。

【フィルモグラフィ】
リチャード・ジュエル (2019)

出演 :ボビ・ジュエル

ザ・テキサス・レンジャーズ (2019)

出演

ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 （ファイナル・シーズン）
ゲスト出演 :エイミーの母
(2018～2019)
ジョン・Ｆ・ドノヴァンの死と生 (2018)

出演 :バーバラ・ハガーメーカー

ビリーブ 未来への大逆転 (2018)

出演 :ドロシー・ケニオン

ハイ・ライフ

出演

（パート２） (2018)

アメリカン･ホラー･ストーリー：黙示録 (2018)

出演 :ミリアム・ミード／「魔女団」よりマリー・デルフィーン・ラローリー

ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則 （シーズン１１）
(2017～2018)

ゲスト出演 :エイミーの母

フュード／確執 ベティ vs ジョーン (2017)

ゲスト出演 :ジョーン・ブロンデル

ハイ・ライフ

出演

（パート１） (2017)

アメリカン・ホラー・ストーリー：体験談 (2016)

出演 :トマシーン・“ブッチャー”・ホワイト（再現ドラマ）／アグネス・メアリー・ウィンス
テッド

ギリーは幸せになる (2016)

出演 :メイム・トロッター

メリッサ・マッカーシー in ザ・ボス 世界で一番お金が好き！ (2016)

出演 :アイダ

コンプリート・アンノウン ～私の知らない彼女～ (2016)

出演

アメリカン・ホラー・ストーリー：ホテル (2015～2016)

出演 :アイリス

アメリカン・ホラー・ストーリー：怪奇劇場 (2014～2015)

出演 :エセル・ダーリング

ボーイ・ソプラノ

出演 :校長

ただひとつの歌声 (2014)

タミー／Tammy (2014)

出演 :レノア

アメリカン・ホラー・ストーリー：魔女団 (2013～2014)

出演 :マリー・デルフィーン・ラローリー

タイタニック ３Ｄ (2012)

出演 :モリー・ブラウン

続ハリーズ・ロー

出演 :ハリエット・“ハリー”・コーン

裏通り法律事務所 (2011～2012)

ミッドナイト・イン・パリ (2011)

出演 :ガートルード・スタイン

私だけのハッピー・エンディング (2011)

出演 :ヴェバリー・コーベット

ハリーズ・ロー

出演 :ハリエット・“ハリー”・コーン

裏通り法律事務所 (2011)

バレンタインデー (2010)

出演 :スーザン

わたしの可愛い人―シェリ (2009)

出演 :マダム・プルー

しあわせの隠れ場所 (2009)

出演 :スー夫人

アリス (2009)

出演

ラブ・クライム (2009)

出演

レボリューショナリー・ロード／燃え尽きるまで (2008)

出演 :ヘレン・ギヴィングス夫人

地球が静止する日 (2008)

出演 :国防長官

Ｐ.Ｓ. アイラヴユー (2007)

出演 :パトリシア

ライラの冒険 黄金の羅針盤 (2007)

声の出演 :ヘスター

ビー・ムービー (2007)

声の出演

ブラザーサンタ (2007)

出演 :マザー・クロース

シャーロットのおくりもの (2006)

声の出演 :牛のビッツィー

恋するレシピ ～理想のオトコの作り方～ (2006)

出演 :スー

ルーズベルト

出演 :ヘレナ・マホーニー

大統領の保養地 (2005)

シックス・フィート・アンダー （シーズン５） (2005)

出演 :ベティーナ

８０デイズ (2004)

出演

カレの嘘と彼女のヒミツ (2004)

出演

シックス・フィート・アンダー （シーズン４） (2004)

出演 :ベティーナ

サン・ルイ・レイの橋 (2004)

出演

シックス・フィート・アンダー （シーズン３） (2003)

監督,出演 :ベティーナ
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エバーウッド

遥かなるコロラド

（シーズン１） (2002～2003)

監督

コーリング (2002)

出演 :ミリアム・ベルモント

アバウト・シュミット (2002)

出演 :ロバータ・ハーツェル

夢見る頃を過ぎても (2002)

出演

シックス・フィート・アンダー （シーズン２） (2002)

監督

アメリカン・アウトロー (2001)

出演

シックス・フィート・アンダー （シーズン１） (2001)

監督

ぼくが天使になった日 (1999)

出演

アニー (1999)

出演

三十年の愛

監督

ハメット＆ヘルマン (1999)

ウォーターボーイ (1998)

出演

パーフェクト・カップル (1998)

出演

ＯＺ／オズ

監督

（シーズン２） (1998)

輝きの海 (1997)

出演

タイタニック (1997)

出演 :モリー・ブラウン

NYPD BLUE ～ニューヨーク市警15分署 （シーズン４） (1996～1997)

監督

悪魔のような女 (1996)

出演

トークショー (1996)

出演 :ヘレン・カシュニック

ＴＨＥ

出演

ＷＡＲ／戦場の記憶 (1996)

ハリウッド１００年史／ヒロインの系譜 (1996)

出演

ホミサイド／殺人捜査課

監督

（第３シーズン） (1995～1996)

どんな時も (1995)

出演

黙秘 (1995)

出演 :ドロレス・クレイボーン

ノース／ちいさな旅人 (1994)

出演

ザ・スタンド (1994)

出演

ウェストン家の奇蹟 (1994)

出演

母の贈りもの (1993)

出演

迷子の大人たち (1992)

出演 :ビビ

キスへのプレリュード (1992)

出演

ウディ・アレンの 影と霧 (1992)

出演 :娼婦

フライド・グリーン・トマト (1991)

出演

ぼくの美しい人だから (1990)

出演

ミザリー (1990)

出演

ディック・トレイシー (1990)

出演

サインズ・オブ・ライフ (1989)

出演

３８口径の賭け (1989)

出演

沈黙の裁き (1989)

出演

メン・ドント・リーブ (1989)

出演

ロストホーム (1989)

出演

ミスター・アーサー２ (1988)

出演

真夏の情事 (1987)

出演

断罪

出演

堕ちた聖者 (1987)

ティーンバンパイヤ (1986)

出演

モーニングアフター (1986)

出演

セカンド・チャンス (1983)

出演

わが心のジミー・ディーン (1982)

出演

ストレート・タイム (1978)

出演

パパ／ずれてるゥ！ (1971)

出演
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