ショーン・アスティン
Sean Astin

生年月日 1971/02/25
出身地

アメリカ／カリフォルニア州サンタモニカ

アリ・アスティン (娘)
ジョン・アスティン (父)
関連人物
パティ・デューク (母)
マッケンジー・アスティン (弟)

【フィルモグラフィ】

スーパーヒーロー・パンツマンの選んで進むエピソード大劇場 (2020)

声の出演 :ナレーター

ニックのいたずら

出演

（パート１） (2019)

ストレンジャー・シングス
ニックのいたずら

ゲスト出演 :ボブ・ニュー
ビー

未知の世界３ (2019)

（パート２） (2019)

出演

スーパーヒーロー・パンツマンの恐怖のお話：ヤッチャエウィン！ (2019) 声の出演 :ナレーター
ぼくらのスーパーヒーロー・パンツマン（シーズン２） (2019)

声の出演 :ナレーター

ぼくらのスーパーヒーロー・パンツマン（シーズン３） (2019)

声の出演 :ナレーター

ぼくらのスーパーヒーロー・パンツマン（シーズン１） (2018)

声の出演 :ナレーター

フライ！ (2018)

声の出演

マインクラフト

ストーリーモード (2018)

ストレンジャー・シングス

声の出演

未知の世界２ (2017)

出演 :ボブ・ニュービー

ドゥ・オーバー：もしも生まれ変わったら (2016)

出演

バッドガール

出演

最狂の女子高生 (2016)

S.W.A.T.ユニット５７１

人質奪還作戦 (2015)

出演

ウッドローン (2015)

出演

ビデオゲーム

ナレーション

THE MOVIE (2014)

大人の女子会・ナイトアウト (2014)

出演 :ショーン

ストレイン

出演 :ジム・ケント

（シーズン１） (2014)

カエルのリビット

めざせ！プリンセスの国 (2014)

キャビン・フィーバー

声の出演 :リビット

ペイシェント・ゼロ (2013)

出演

プリズン・ダウン (2013)

出演

サンタのリストで大さわぎ！ (2013)

声の出演

ＡＬＰＨＡＳ／アルファズ

ゲスト出演 :ミッチェル

リーガル・バディーズ
ＮＣＩＳ

（シーズン２） (2012)

フランクリン＆バッシュ

～ネイビー犯罪捜査班

（シーズン２） (2012) ゲスト出演

（シーズン９） (2011～2012)

ゲスト出演

オズの魔法使い (2011)

出演

草食男子の落とし方 (2009)

出演 :ビッグ・ガール

アメイジング・ワールド (2008)

出演

アメイジング・ワールド

出演

勇士の帰還 (2008)
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LAW & ORDER

ロー＆オーダー

ザ・フューチャーズ

（シーズン１８） (2008)

ゲスト出演

全人類監視/記憶障害 (2007)

出演

名探偵モンク４ (2006～2007)

ゲスト出演

マイネーム・イズ・アール

ゲスト出演

（シーズン２） (2006～2007)

もしも昨日が選べたら (2006)

出演 :ビル

２４

ゲスト出演 :リン・マク
ギル

TWENTY FOUR

（シーズン V） (2006)

リンガーズ

～ロード・オブ・ザ・ファンズ～ (2005)

出演

ヘラクレス

選ばれし勇者の伝説 (2005)

出演

１０ミニッツ・アフター (2005)

出演

夢見るシラノ・ド・ベルジュラック (2005)

出演

INTO THE WEST

出演

イントゥー・ザ・ウエスト (2005)

ビューティフルメモリー (2005)

出演

５０回目のファースト・キス (2004)

出演 :ダグ・ホイットモ
ア

トラブル IN ベガス (2004)

出演 :アーロン

バルト

声の出演

大空に向かって (2004)

ラスベガス

（シーズン１） (2003～2004)

ゲスト出演

ロード・オブ・ザ・リング／王の帰還 (2003)

出演 :サム

ロード・オブ・ザ・リング／二つの塔 (2002)

出演 :サム

ロード・オブ・ザ・リング (2001)

出演 :サム

ブル ～ウォール街への挑戦～ (2000)

ゲスト出演

アイスブレーカー (1999)

出演

ブルワース (1998)

出演

クロニクル

監督,出演

倒錯科学研究所 (1997)

ロング ウェイ ホーム 遥かなる故郷

イスラエル建国の道 (1997)

声の出演

戦火の勇気 (1996)

出演

運命の絆 (1994)

出演

ルディ／涙のウイニング・ラン (1993)

出演

原始のマン (1992)

出演

ハートブレイク・タウン (1992)

出演

トイ・ソルジャー (1991)

出演

メンフィス・ベル (1990)

出演

ナイトメアン／子供たちの百物語 (1990)

出演

ローズ家の戦争 (1989)

出演

ステイ・トゥゲザー／青春の絆 (1989)

出演

ハモンド家の秘密 (1987)

出演

グレート・ストリーム (1987)

出演

ブラット・パトロール (1986)

出演

グーニーズ (1985)

出演 :マイキー

結婚の法則 (1982)

出演

このデータベースのデータおよび解説文等の権利はすべて株式会社スティングレイが所有しています 。
データ及び解説文、画像等の無断転用を一切禁じます。

Copyright (C) 2019 Stingray. All Rights Reserved.

