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Jill Mcdonough 

 

Golden Gate Hank 

 

I wake up with toothache, think I should write 

about a toothache, make it somehow worthwhile. 

It's got everything: intimacy, decay, how the body's 

busy, night and day, doing you in. One of the hundreds 

of jumpers' corpses pulled from the bay had a note 

in its pocket saying No reason at all except 

I have a toothache. Josey's grandfather 

shot himself after his fifth sinus operation failed. 

Josey says Empty Nose Syndrome and I get confused ── 

how can hollows be hollowed? But then I go to 

emptynosesyndrome.org, cup my poor nose 

in horror, grateful for all I take for granted, can't see. 

 



Golden Gate Hank hates his nickname. 

If you wanted to be called Serenity Hank, 

Ken tells him, you shouldn't have jumped 

off the fucking bridge. The ones that live 

all say they changed their minds in the four seconds 

before they hit, tried to land feet first and managed it. 

Ken says don't tell people I think every day 

of how I wouldn't kill myself, they get the wrong idea. 

I think every day of how I'd save myself,save 

Josey: stab the bad guy, fall feet first, punch the Great White 

in his eyeball, play dead in the bullet-ridden mass grave. 

 

From the back seat of the Suburban, I heard 

my mother say to my father Driving across a high bridge 

always makes me want to jump. You might live:  

A seventeen year old boy hit feet first, swam to shore 

and walked for help, saying his back was killing him. 

Another guy realized he was alive and underwater, felt something 

brushing his broken legs. Great, now I get eaten by a shark, 

he thought. It happens. But this was a seal, circling, 

apparently the only thing that was keeping me alive, 

and you can not tell me that wasn't God, because that's 

what I believe, and that's what I'll believe until the day I die. 

 

 

 

 

ゴールデン・ゲート・ハンク 

 

 

歯が痛くて, ぼくは目を覚ます, 「歯痛について書かなくちゃいけない」と 

考える。そいつには, いくらか価値があることだろう。そのことで,  



すべてのことが得られる。たとえば, 親交や健康の衰え,いかに身体が 

酷使されているのか, 夜も昼も, それは, きみをくたくたに疲れさせる。 

港から身を投げる何百人もの飛び降り死体の一つから出た,そいつのポケットの 

なかに入ってたメモに, こう書いてあった。「歯痛以外に, わたしが死ぬ理由など 

まったくない。」ジョシーのお祖父ちゃんは, 五回目の空っぽ手術の失敗のあとで, 

ショットガンを使って自殺した。ジョシーが言うには, 空っぽの鼻症候群なんだ 

そうだけど, ぼくにはさっぱりわからなくって ── 空っぽにされてるところを 

どうやって空っぽにするっていうのか？ でも, ふと空っぽの鼻症候群の組織の 

ことを考えた。ぼくの小さな鼻をそっくりえぐり取るのかな。ひゃ～, こわい。 

もちろん, そんなことないよね, よかった, わかんないけどさ。 

 

ゴールデン・ゲート・ハンクは彼につけられたニックネームを嫌ってる。 

もしも、きみがハンク殿下と呼ばれたかったら,  

とケンは彼に言う, 「きみはそのクソ橋から身を投げたりするべきじゃ 

なかったんだよ。生き残っている人はみな, 自分たちの身体が落ちて 

ぶつかるまえの四秒間のあいだに, 自分たちのこころを変えたって言ってるもの, 

さいしょに足で着地しようとして, うまくやれた人たちのことだけどね。 

ケンは, 人々がこうは言わないと言っている, 「わたしは, 毎日, どうにかして 

自分が自殺しないように考えてる。」って, 彼らは間違った考え方をしている。 

ぼくは, 毎日, どうにかして自分の命を救うことを考えてる。命を救うこと。 

ジョシーは言う。「悪い奴らを突き刺せ。さいしょに足から突き落とせ。目をねらって, 

ホワイト御大をぶん殴れ, 銃弾に撃たれまくった共同墓地で死んだふりをしろ。」って。 

 

サバーバンの後部座席から, 母が父に「高い橋を運転して走っていると, あたしは 

いつも飛び降りたくなるのよ。」って言ってるのが聞こえた。きみは生きていたかも 

しれない。十七才の男の子がさいしょに足でぽんと蹴って飛び降り, 岸に向かって 

泳いで, 助けを呼ぶために歩いていて, 背中がめっちゃくちゃ痛いと言っていた。 

もう一人の男は自分が生きていることに気がついて, 水面下で, 自分の折れた足に 

なにか軽くふれるものがあるように感じた。すごい, いま俺はサメに食われてるんだ,  

彼はそう思った。それは起こり得ることである。しかし, このことは一つのしるしで 

あって, 一連のものの全体をあらわすものであり, ぼくが生きつづけているという 

明らかに唯一の証であった。そして, それが神ではなかったと, きみはぼくに言う 

ことはできない, というのも, それはぼくが信じていることであり, それは 

ぼくが死ぬ日まで信じつづけているだろうことだからである。 

 

 



 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

 

Chrissy Anderson-Zavala 

 

Salvation 

 

speak of angels suspended on 

the shoulders of single mothers 

as their shifts end kids in bed 

speak to me of the god who cradles 

the bodies of young girls as they find 

desire in that same flesh 

speak of a hellfire reserved 

for beer breath ripping the cloth 

of a woman as she cries out to a god 

who does not come 

 

speak to me of a place to lay tired limbs 

where the skin of eager lovers peals away 

like husks arching back in awe of the dark 

luminescent kernels 

speak to me in liberation's tongue 

in the smooth green arms of aloe 

in the curl of dual spines 



 

speak to me of the god with sore feet 

worn boots mud-caked and leaning 

while the stove's flame tickles the comal 

and will rise when we rise 

 

 

 

 

救い 

 

 

シングル・マザーたちの肩にぶら下がった 

天使たちについて話しなさい 

彼女たちのシフトがベッドのなかの子どもたちで終わるときに 

若い少女たちの身体を揺すぶって寝かしつける神について 

わたしに話しなさい, その少女たちが 

その同じ肉体のなかに欲望というものがあることに気がついたときに 

女の着物を切り裂くビールくさい息を引き受ける 

地獄の火について話しなさい, 女が 

駆けつけてくれない神に対して大声で叫ぶときに 

 

疲れた手足を横たえる場所について, わたしに話しなさい 

そこは, 熱々の恋人たちも肌が離れてしまうところで 

闇を恐れて後ろに弓ぞりになった外皮のように 

冷たい光を放つ種子たち 

解き放たれた舌で, わたしに話しなさい 

アロエのなめらかな緑の腕のなかで 

二列に並んだ刺のある湾曲したところで 

 



足を痛めた神について, わたしに話しなさい 

泥が固まってくっついた、底の傾いているブーツを履いた神について 

そのあいだに、ストーブの火が料理用耐熱板をとろとろと温め 

わたしたちが起床するときには最高温度に達するであろう 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

 

Timothy Liu 

 

The Prodigal Son Writes Home 

 

I want to tell you how he eats my ass 

even in public places, Father dear, 

the elastic round my waist his finger hooks 

as it eases down my crack (no classified 

ad our local paper would run, I'm afraid, 

but that's just as well). 

We met in a bar that's gay one night a week ──  

teenage boys in cages, men on the floor, 

but that's not what you want to hear, is it? 

How he noses into my cheeks on callused knees, 



lip-synching to the rage of techno-pop, 

that ecstasy of spit. 

 

＊ 

 

He's after me to shit into his hands. 

What should I say? (I told him I'm afraid 

he'd only smear it across my wide-eyed face, 

hard as it is to tell you this.) How plans 

have gone awry is more than apparent here ── 

this sty he calls a home 

tender as a mattress filled with our breath, 

our sex unsafe. Oh stay with me, he croons, 

my eyes clenched shut, head trying not to flinch 

as he makes the sign of the cross on my chest  

with a stream of steaming piss, asking me 

if we were born for this. 

 

 

 

 

放蕩息子, 故郷に便りす 

 

 

ぼくはあなたに教えてあげたいんだ, 彼がどういうふうにぼくのお尻を食べるのか 

公共の場所でさえね, 親愛なるお父さん, 

まず, ぼくの腰まわりのゴムひもに, 彼の指がひっかかるんだけど 

それは, ぼくのお尻の割れ目に彼が指を降ろせるようにだよ（こんな地方新聞の 

三行広告のようなものはつづかないと思うよ, ちょっと不安だけど, 

                            でも, まあ, それも当然だろうけどね）。 

ぼくたちは, 週に一回だけゲイ・ナイトになるバーで出会ったんだ ── 

そこでは, 十代の少年たちが檻に入れられて, 男たちが床に寝そべってるんだ, 



でも, あなたが聞きたいことって, そんなことじゃないでしょう？ 

たこのできた膝のうえで, 彼がどういうふうにぼくの頬に鼻をこすりつけるのか, 

テクノ・ポップの調子に合わせて彼はフフンフフンって言ってて 

            興が乗ったところで, つばを飛ばすんだ。 

 

 

＊ 

 

 

ぼくがしたあとで, 彼は自分の手のなかに, うんちをすることになっててね。 

ぼくは何て言わなきゃならないんだろう？ （ぼくは彼に言うんだ, こわいよって 

大きく見開いたぼくの目に彼がそのうんちをシャってなすりつけるんじゃないかって 

こんなことを,あなたにちゃんと伝えるのはむずかしいな。）どうして, その思惑が 

外れることになったのかってことは, ここでは, めっちゃハッキリしてるけどさ── 

                     彼が家って呼んでるこの汚い部屋 

マットレスはやわらかいよ, ぼくたちの息で膨れてて, ぼくたちの危険なセックスで 

いっぱいなんだもの。おお, 俺といっしょにいてくれって, 彼が口ずさむんだ, 

ぼくは目をぎゅっと閉じて, ひるまずに頭を動かさないようにしてるんだよ, 

彼がぼくの胸のうえに十字架のしるしを, ポッポと湯気を立ててるおしっこの 

流れで描こうとしてるときにね, そして, 彼はぼくに, こうたずねるんだ 

         俺たちはこうするために生きてるんじゃないのかいって。 

 

 

 

Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 

 

 

 



Regie Cabico 

 

Soul Bargaining 

 

By soul, I mean the silver that God has placed deep 

inside me. Its weight runs through me, schools of dumb 

fish, complicated as tiny buttons. Deeper than the front 

 

trousers of the tricks I have rolled with. I cannot toss 

myself into the East River though my soul falls from 

 

heaven in a shower of saxophone and smoke. I am 

lonelier than the iron rails of this bridge echoing the rush 

of taxi cabs and a good hand job. The moon is stuck flat 

 

to the sky. The warehouses are lit by flames of vodka. 

I am bargaining my soul for grace of crows singing between 

 

neon and this darkness. By soul, I mean in a hotel room 

where a man places his lips to your ears as if they were tiny 

candles, extinguishing the night with his kisses. By soul, 

 

I mean God make me a wind instrument so I can toss myself 

into the East River. The street lamps are howling for the first 

 

silvers of light. By light, I mean falling off a bridge 

wrapped in the arms of a God who knows your name. 

 

 

 

 



魂の売り買い 

 

 

魂にもとづいて, 私とは, 神がわたしの内部に深く埋め込んだ銀の 

ことである。その重さは, 私のなかを, 口をきくことができない魚の 

群れのなかを, それは小さなボタンのように複雑なのだが, 通って走る。それは 

 

私が転がって悪戯したズボンの前の部分より深い。私は 

イースト・リバーに自分の身を投げることができない。私の魂は 

 

サキソホンと煙のシャワーを浴びながら天国から堕ちるのだが。私は 

何台ものタクシーのあわただしい音とマスターベーションの音が響き渡る 

この橋桁の鋼材より孤独である。月は空に張り付けられて 

 

まったく動かない。その倉庫らは, ウォッカの炎によって照らし出されている。 

私は私の魂を売り買いしている, ネオンとこの暗がりのあいだで歌っている鴉たちに 

 

魅了されて。魂にもとづいて, ホテルの部屋のなかでは, 私には価値がある。 

そこでは, 一人の男が, きみの耳元に, 彼の唇を寄せる, それがまるで小さな 

ろうそくであるかのように, 夜は, 彼の口づけで消される。魂にもとづいて, 

 

私は, 神が私を一つの吹奏楽器にすると思う。それゆえ, 私は, イースト・リバーに 

自分の身を投げることができる。街灯は, 光でできたさいしょの銀たちのために 

 

激しく瞬いている。光にもとづいて, 私は橋のうえから落ちるつもりである, 

きみの名前を知っている神の腕のなかにくるまれたこの橋のうえから。 

 

 

 



Translation from ‘collective BRIGHTNESS’edited by Kevin Simmonds 

http://www.amazon.co.jp/Collective-Brightness-Lgbtiq-Religion-Spirituality/d

p/0983293198 

 


