


На эти и многие другие важные вопросы
вы найдете честные мужские ответы в книге

«ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О МУЖЧИНАХ».

Стив Харви – звезда телевидения и радиовещания,
эксперт по отношениям и автор супербестселлера

«ПОСТУПАЙ КАК ЖЕНЩИНА, ДУМАЙ КАК МУЖЧИНА». 
В своей второй книге

«ВЫ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕТЕ О МУЖЧИНАХ»
он продолжает раскрывать мужские тайны.

Стив не приукрашивает действительность, он хочет,
чтобы его читательницы смотрели правде в глаза:

• Что ждать от мужчины, когда ему 20, 30, 40, 50 лет и больше

• Как вывести его на чистую воду, используя метод допроса 
ЦРУ

• Любовницы играют и проигрывают, или как красиво по-
тратить время впустую

• Он не делает предложение, вы не уходите – что дальше

• Гармония в постели, на кухне и в семейном бюджете.  Муж-
чины любят сделки 

• Красота и секс – ваше главное оружие. Как правильно этим 
пользоваться

• А также самые распространенные мифы о мужчинах

СТИВ ХАРВИ

вы ничего не знаете

о мужчинах

МУЖЧИНЫ ТЩАТЕЛЬНО ХРАНЯТ СВОИ СЕКРЕТЫ.

НО ОДИН ИЗ НИХ ПРОБОЛТАЛСЯ…



ВОЗРАСТ И ВЗГЛЯД НА ОТНОШЕНИЯ

』すけ きせあつうくに たけすはす ゃうょっすぬ ゃ あっくとうくぇた
ゃ ょゃぇょちぇすぬ, すさうょちぇすぬ, しけさけお かっす う しすぇさてっ. ‶けょさけぉくけ 

け おぇあょけき ょっしはすうかっすうう ゃけいさぇしすぇ きせあつうくに.
』すけぉに ゃに しきけゅかう かせつてっ こけくはすぬ きせあつうく, は さぇし-

しおぇあせ ゃぇき, つすけ けくう ょせきぇのす けぉ けすくけてっくうはた し あっく-
とうくぇきう こけ きっさっ すけゅけ, おぇお しすぇくけゃはすしは しすぇさてっ, う ゃ 
おぇおけえ きけきっくす しゃけっえ あういくう けくう ゅけすけゃに あっくうすぬしは.

. . .

МУЖЧИНА В ДВАДЦАТЬ ЛЕТ…

╁ ゃけいさぇしすっ けす ょゃぇょちぇすう ょけ すさうょちぇすう きせあつうくぇ 
しすぇさぇっすしは しけしすぇゃうすぬ きくっくうっ け しっぉっ う しゃけうた しこけしけぉ-
くけしすはた. ¨く しけゃっさてぇっす けてうぉおう う くぇぉうさぇっすしは けこにすぇ. 

[っぇかぬくけえ ちっくに ょっくぬゅぇき けく っとっ くっ いくぇっす; しすせょっく-
すに ゃっつくけ くぇ きっかう う つぇとっ しすぇさぇのすしは ょけぉうすぬしは せしこっ-
たぇ くっ ゃ そうくぇくしけゃけえ しそっさっ, ぇ ゃ ょさせゅうた けぉかぇしすはた. 

′け おけゅょぇ きせあつうくっ せあっ ょゃぇょちぇすぬ しっきぬ うかう ょゃぇょ-
ちぇすぬ ゃけしっきぬ かっす, けく たけつっす ぉけかっっ しっさぬっいくにた ょけしすうあっ-
くうえ – うきっすぬ おさせすせの きぇてうくせ, いぇゃうょくせの ょけかあくけしすぬ 
う ょけしすぇすけつくけっ おけかうつっしすゃけ ょっくっゅ. ╁しっ ねすけ しすぇくけゃうす-
しは ょかは くっゅけ ゃぇあくにき, くけ ゃ しこうしおっ あっかぇっきにた ょけしすう-
あっくうえ あっくうすぬぉぇ くっ いくぇつうすしは, こけしおけかぬおせ けくぇ くうおぇお 
くっ けすくけしうすしは お ちっかはき, しゃはいぇくくにき し おぇさぬっさくにき さけ-
しすけき う そうくぇくしけゃけえ くっいぇゃうしうきけしすぬの. 

С ти в  Харви



』すけ ねすけ いくぇつうす ょかは けすくけてっくうえ

╉ しけあぇかっくうの, ぉけかぬてうくしすゃけ きせあつうく ゃ ねすけす こっ-
さうけょ こさけしすけ くっ しつうすぇのす けすくけてっくうは し あっくとうくぇ-
きう しかうておけき しっさぬっいくにき ょっかけき. ╁こさけつっき, ゃに きけあっ-
すっ けちっくうすぬ こけすっくちうぇか ゃしすさっすうゃてっゅけしは ゃぇき きせあつう-
くに ょゃぇょちぇすう し くっぉけかぬてうき かっす, ょぇあっ っしかう け ぉさぇおっ けく 
こけおぇ くっ ょせきぇっす. ╉かのつっゃにき おさうすっさうっき けちっくおう はゃ-
かはっすしは しこけしけぉくけしすぬ きせあつうくに しけゃっさてぇすぬ こけしすせこおう.

』っかけゃっお, けぉかぇょぇのとうえ こけすっくちうぇかけき, くっ ぉせょっす 
こさけしうあうゃぇすぬ てすぇくけゃ こっさっょ すっかっゃういけさけき; せ くっゅけ っしすぬ 
たけさけてうえ あういくっくくにえ こかぇく, けく すけつくけ いくぇっす, つっゅけ たけ-
つっす う おぇお ねすけゅけ ょけしすうつぬ. ぁくっさゅうつくにえ きせあつうくぇ せあっ 
ゃ のくけき ゃけいさぇしすっ ゃしすぇっす くぇ さっかぬしに, こけ おけすけさにき けく 
こけいあっ こけおぇすうすしは お しつぇしすかうゃけきせ ぉせょせとっきせ.

‶けきうきけ こけすっくちうぇかぇ ゃに きけあっすっ けちっくうすぬ かうつ-
くにっ おぇつっしすゃぇ つっかけゃっおぇ: くぇしおけかぬおけ せゃぇあうすっかぬくけ けく 
お ゃぇき けすくけしうすしは, ぉせょっす かう けぉさぇとぇすぬしは し ゃぇきう すぇお, 
おぇお ゃに すけゅけ あっかぇっすっ, う, くぇおけくっち, こけさはょけつくにえ けく 
つっかけゃっお うかう しおかけくっく くぇさせてぇすぬ いぇおけくに. 

‶けいゃけかぬすっ きくっ ぉにすぬ こさっょっかぬくけ けすおさけゃっくくにき: 
せ ゃぇし っしすぬ こけかくけっ こさぇゃけ ゃにいゃぇすぬ きせあつうくせ くぇ つっしす-
くにえ さぇいゅけゃけさ. ′せあくけ さぇししおぇいぇすぬ っきせ, おぇおけえ ゃに ゃう-
ょうすっ しゃけの あういくぬ いぇ こけさけゅけき すさうょちぇすうかっすうは, う けぉな-
はしくうすぬ, つすけ すけす けぉさぇい あういくう, し おけすけさにき ゃに きうさう-
かうしぬ ゃ しすせょっくつっしおうっ ゃさっきっくぇ, おけゅょぇ ゃぇき ぉにかけ ょゃぇょ-
ちぇすぬ かっす, くっ ぉせょっす せしすさぇうゃぇすぬ ゃぇし ゃ すさうょちぇすぬ しっきぬ, 
おけゅょぇ そういうつっしおぇは ゃけいきけあくけしすぬ さけあぇすぬ ょっすっえ こさぇお-
すうつっしおう うししはおくっす. ¨く ょけかあっく こけくはすぬ: ょかは くっゅけ っしすぬ 

Вы нич е г о  н е  з н а е т е  о  мужчинах



すけかぬおけ ょゃっ こさうっきかっきにっ きけょっかう こけゃっょっくうは: かうぉけ 
けく あっくうすしは くぇ ゃぇし う ぉっさっす くぇ しっぉは ゃしの きっさせ けすゃっす-
しすゃっくくけしすう, かうぉけ せたけょうす いぇ ゅけさういけくす, こけいゃけかはは ゃぇき 
しそけおせしうさけゃぇすぬしは くぇ こけうしおぇた こぇさすくっさぇ, しこけしけぉくけゅけ 
ょぇすぬ すけ, ゃ つっき ゃに くせあょぇっすっしぬ.

. . .

МУЖЧИНА В ТРИДЦАТЬ ЛЕТ…

¨ぉにつくけ ゃ ねすけき ゃけいさぇしすっ きせあつうくぇ せあっ くっ しすさけうす 
おぇさぬっさせ – けく っっ せおさっこかはっす, しすぇさぇはしぬ ゃにえすう くぇ あっかぇ-
っきにえ せさけゃっくぬ ょけしすぇすおぇ う ょけしすうつぬ, こけ おさぇえくっえ きっさっ, 
たけすは ぉに くっおけすけさにた ちっかっえ うい くぇきっつっくくにた ゃ っゅけ 
こさけゅさぇききっ-きぇおしうきせき. ╀っしこけさはょけつくにえ けぉさぇい あうい-
くう う こけゅけくは いぇ せょけゃけかぬしすゃうはきう, しゃけえしすゃっくくにっ きけ-
かけょけしすう, こっさったけょはす ゃ さぇいさはょ «すけゅけ, つすけ ぉにかけ». 

╋せあつうくぇ せしこっゃぇっす こけくはすぬ, つすけ しかっょせっす うしおぇすぬ 
あっくとうくせ, おけすけさぇは くっ しすぇくっす こさっゃさぇとぇすぬ しけゃきっしす-
くせの あういくぬ ゃ ょさぇきせ, ぇ くぇけぉけさけす, こけしすぇさぇっすしは しょっ-
かぇすぬ っっ ゃっしっかけえ う かっゅおけえ. 〈ぇおぇは あっくとうくぇ こけょょっさ-
あうす ゃ すさせょくせの きうくせすせ う ぉせょっす っきせ ゃっさくぇ. ╄しかう けく 
っっ くぇえょっす, っきせ いぇたけつっすしは ゃいはすぬ くぇ しっぉは けすゃっすしすゃっく-
くけしすぬ いぇ くっっ う ょっすっえ.

』すけ ねすけ いくぇつうす ょかは けすくけてっくうえ

]ぇきぇは ゃぇあくぇは つっさすぇ すさうょちぇすうかっすくっゅけ きせあつう-
くに – けすゃっすしすゃっくくけしすぬ. ╁に ゃこさぇゃっ けあうょぇすぬ すけゅけ, つすけ 
ゃぇて こぇさすくっさ くぇしすさけっく くぇ ょかうすっかぬくにっ けすくけてっくうは.
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¨ょくぇおけ くっ しすけうす ょけあうょぇすぬしは, こけおぇ けく しぇき こさけは-
ゃうす うくうちうぇすうゃせ. ′っ くせあくけ あょぇすぬ すぇお ょけかゅけ, ゃに きけ-
あっすっ いぇょぇすぬ こさはきけえ ゃけこさけし う こけかせつうすぬ しけけすゃっすしすゃせ-
のとうえ けすゃっす: «〈に ょせきぇってぬ くぇ きくっ あっくうすぬしは?» ╁けい-
きけあくけ, けく けすゃっすうす, つすけ こけおぇ くっ ゅけすけゃ. ′っ しけゃっすせの 
ゃぇき せょけゃかっすゃけさはすぬしは ねすうき けすゃっすけき, すさっぉせえすっ ぉけかぬ-
てっえ おけくおさっすうおう. ]こさけしうすっ, おぇお けく ゃけけぉとっ けすくけしうす-
しは お あっくうすぬぉっ. ╄しかう きせあつうくぇ けすゃっすうす, つすけ «けく くっ うい 
すった, おすけ あっくうすしは», うかう しおぇあっす, つすけ «ゃ ぉかうあぇえてっっ 
ゃさっきは ねすけゅけ くっ こかぇくうさけゃぇか», ゃぇき しかっょせっす くっ こさけしすけ 
せえすう けす くっゅけ – ぉっあぇすぬ, つすけ っしすぬ しうか.

. . .

МУЖЧИНА В СОРОК ЛЕТ…

]けさけお かっす – ゃさっきは けしすっこっくうすぬしは. ぁすけ こさっおさぇしくけっ 
ゃさっきは ゃ あういくう きせあつうくに. ╇きっくくけ ゃ ねすけき ゃけいさぇしすっ 
ゃ くっき こさけはゃかはのすしは かせつてうっ つっさすに, っしかう, おけくっつくけ, 
けくう っしすぬ. 

╄しかう きせあつうくぇ お しけさけおぇ ゅけょぇき たけかけしす, いくぇつうす, くぇ 
すけ っしすぬ ゃっしおうっ こさうつうくに. ╋けあっす ぉにすぬ, っきせ くっ こけゃっい-
かけ ゃ かのぉゃう. ╋けあっす ぉにすぬ, せ くっゅけ すぇおぇは さぇぉけすぇ, おけ-
すけさけえ こけょつうくっくぇ ゃしは あういくぬ. ┿ ゃけいきけあくけ, こっさっょ 
ゃぇきう けょうく うい すった つせょぇおけゃ, おけきせ うょっは しっきぬう う ょっすっえ 
ゃ こさうくちうこっ つせあょぇ, ょぇあっ ゃ すぇおけき いさっかけき ゃけいさぇしすっ. 

╄しかう しけさけおぇかっすくうえ きせあつうくぇ しすぇか けょうくけおうき 
こけくっゃけかっ, こけ こさうつうくっ さぇいゃけょぇ, さはょけき し くうき, しおけ-
さっっ ゃしっゅけ, くうおけゅけ くっ ぉせょっす, こけすけきせ つすけ けく こけしかっ              

Вы нич е г о  н е  з н а е т е  о  мужчинах



くっせょぇゃてっゅけしは ぉさぇおぇ しすぇか つっかけゃっおけき けしすけさけあくにき, 
いぇすけ ゃ くっき けたけすくうつうえ うくしすうくおす うゅさぇっす しうかぬくっっ, 
つっき ゃ すけき, おすけ こさうゃにお お たけかけしすけえ あういくう. ╀けかっっ 
すけゅけ, きけゅせす こさけえすう ゅけょに, こさっあょっ つっき けく しくけゃぇ くぇつ-
くっす こけょせきにゃぇすぬ け すけき, つすけぉに ゃしすせこうすぬ し おっき-くうぉせょぬ 
ゃ ょけかゅけしさけつくにっ けすくけてっくうは.

』すけ ねすけ いくぇつうす ょかは けすくけてっくうえ

』すけぉに くぇえすう しゃけぉけょくけゅけ しけさけおぇかっすくっゅけ きせあつう-
くせ, ぇ せあ すっき ぉけかっっ つすけぉに いぇこけかせつうすぬ っゅけ, こさうょっすしは 
けしくけゃぇすっかぬくけ こけこけすっすぬ. 〈ぇき けく せあっ ぉにゃぇか, ねすけ ょっ-
かぇか, けしうくぇは すぇかうは, あっきぇくくにっ ゃいゅかはょに う ょかうくくにっ 
こけかせけこせとっくくにっ さっしくうちに せあっ くっ いぇしすぇゃかはのす っゅけ 
すさっこっすぇすぬ. ¨く こさっおさぇしくけ いくぇっす, おぇお くぇえすう おさぇしけす-
おせ ょゃぇょちぇすう し くっぉけかぬてうき かっす う こさけゃっしすう し くっえ こぇさせ 
くけつっえ, くけ, おぇお こさぇゃうかけ, けく せあっ ょっかぇか ねすけ しすけかぬおけ 
さぇい, つすけ こけゅけくは いぇ しかせつぇえくけえ のぉおけえ こけすっさはかぇ しゃけの 
こさっかっしすぬ.

‶けきくうすっ け すけき, つすけ ゃしすさっつぇすぬしは し しけさけおぇかっすくうき 
さぇいゃっょっくくにき きせあつうくけえ けしけぉっくくけ くっかっゅおけ, っしかう 
っゅけ ぉさぇお すけかぬおけ さぇしこぇかしは. ¨く きけあっす こけ しぇきにき さぇい-
くにき こさうつうくぇき こけょせきぇすぬ, つすけ ゃに しかうておけき せあ くぇこけ-
きうくぇっすっ あっくせ, し おけすけさけえ けく こさけゃっか ゅけょに, う こけしすぇさぇ-
っすしは ょっさあぇすぬしは けす ゃぇし こけょぇかぬてっ.

′け さぇくけ うかう こけいょくけ かのぉけえ きせあつうくぇ こっさっしすぇっす 
うしこにすにゃぇすぬ ぉけかぬ, きせつうゃてせの っゅけ こけしかっ さぇいゃけょぇ, う 
っきせ しすぇくけゃうすしは けょうくけおけ. ¨く さぇくけ うかう こけいょくけ こけ-
くうきぇっす, つすけ ょぇあっ しっおしけき いぇくうきぇすぬしは し あっくとうくけえ 
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しゃけっゅけ ゃけいさぇしすぇ こさうはすくっっ, つっき し ょゃぇょちぇすうこはすうかっす-
くっえ ょっゃせておけえ. ╄きせ こさっおさぇしくけ ういゃっしすくけ, つすけ そういう-
つっしおけっ しけゃっさてっくしすゃけ くっ しすけかぬ ゃぇあくけ, おぇお ねすけ こさう-
くはすけ しつうすぇすぬ, う つすけ こぇさすくっさしおうっ けすくけてっくうは, いぇ-
きってぇくくにっ くぇ さけょしすゃっ ょせて う したけょしすゃっ あういくっくくけゅけ 
けこにすぇ, おせょぇ ゃぇあくっっ.

. . .

МУЖЧИНА В ПЯТЬДЕСЯТ И БОЛЕЕ ЛЕТ…

╁ ねすけき ゃけいさぇしすっ きせあつうくに くぇつうくぇのす ゃけかくけゃぇすぬしは 
こけ こけゃけょせ いょけさけゃぬは, こけすけきせ つすけ つせゃしすゃせのす こっさゃにっ 
こさういくぇおう くぇょゃうゅぇのとっえしは しかぇぉけしすう. ╇ おけくっつくけ あっ, 
いぇぉけすうすぬしは け いょけさけゃぬっ おせょぇ かっゅつっ, っしかう さはょけき あっく-
とうくぇ. ╋せあつうくっ すさせょくっっ こさうせつうすぬ しっぉは こさぇゃうかぬくけ 
あうすぬ, こうすぇすぬしは う しすぇさぇすぬしは くっ こけょゃっさゅぇすぬ けさゅぇくういき 
ういかうてくうき くぇゅさせいおぇき, っしかう さはょけき くっす あっくとうくに. 

』すけ ねすけ いくぇつうす ょかは けすくけてっくうえ

╊のぉけえ きせあつうくぇ ゃ いさっかにっ ゅけょに しおかけくっく ょせきぇすぬ 
け しゃけっき いょけさけゃぬっ う け すけき, おぇお こさけゃっしすう こけしかっょくうっ 
ゅけょに あういくう. ぁすけ ょっかぇっす っゅけ つっかけゃっおけき, けす おけすけさけ-
ゅけ きけあくけ う くせあくけ けあうょぇすぬ しっさぬっいくにた くぇきっさっくうえ. 
ぁすうき けく けすかうつぇっすしは けす すさうょちぇすうかっすくっゅけ う ょぇあっ しけ-
さけおぇかっすくっゅけ きせあつうくに.

╋せあつうくぇ ゃ こはすぬょっしはす かっす うとっす しこせすくうちせ, し おけすけ-
さけえ きけあくけ ゃきっしすっ しけしすぇさうすぬしは. ¨く ゃうょうす, ゃ つっき いぇ-
おかのつぇっすしは けぉけさけすくぇは しすけさけくぇ すはあっかけえ さぇぉけすに, おけ-
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すけさけえ こさうたけょうすしは いぇくうきぇすぬしは ゃ すっつっくうっ ゃしっえ あうい-
くう, う くぇつうくぇっす きっつすぇすぬ け こせすってっしすゃうはた う しこけおけえ-
くけき けすょにたっ ょっくぬ いぇ ょくっき, ゃ おけきこぇくうう こけしすけはくくけえ 
こぇさすくっさてう.

. . . 

╉けくっつくけ あっ, こさぇゃうか ぉっい うしおかのつっくうえ くっ ぉにゃぇっす.       
╁ ねすけえ ゅかぇゃっ は こけしすぇさぇかしは くぇさうしけゃぇすぬ かうてぬ けぉとせの 
おぇさすうくせ すけゅけ, つすけ こさけうしたけょうす し きせあつうくぇきう, こけ 
きっさっ すけゅけ, おぇお けくう ょけしすうゅぇのす おぇあょけゅけ くけゃけゅけ させぉっ-
あぇ ぉうけかけゅうつっしおけゅけ ゃけいさぇしすぇ. ぅ ぉせょせ しつぇしすかうゃ, っしかう 
すけ, つっき は し ゃぇきう こけょっかうかしは, こけきけあっす ゃぇき ょけぉうすぬしは 
けす きせあつうく かのぉゃう う せゃぇあっくうは う こけしすさけうすぬ ゅぇさきけ-
くうつくにっ けすくけてっくうは, おけすけさにた ゃに, くっしけきくっくくけ, いぇ-
しかせあうゃぇっすっ.


